
はじめに 

 
 立命館高等学校は、2019 年度、スーパー・サイエンス・ハイスクール（SSH）指定校と

して 4 期目 5 年目の年でした。これまで 18 年間にわたる SSH の取り組みにおいては、「国

際科学教育」という独自の概念を掲げ、グローバル基準での高度理系人材の育成とその方法

論の確立に尽力してきました。その教育実践の軸となっているのは、高校 2 年 3 年の 2 年

間をかけて行う課題研究の取り組み、そして、その発表機会としての Japan Super Science 

Fair (JSSF)の企画運営です。  

課題研究では、生徒たちは自らの好奇心に基づいた問いをたて、試行錯誤を通してデータ

を収集・分析し、発表し、他者からの指摘を得ながら研究の質を向上させるという研究プロ

セスを経験しています。このプロセスは、近年の教育改革議論で特に重視されるようになっ

た「正解ではなく最適解を求める学び」そのものであり、論理的思考力やクリティカル・シ

ンキング・スキルなどが鍛えられます。また、今年度は、より多くの生徒が国際共同課題研

究に取り組みました。Korea Science Academy of KAIST (韓国）、Mahidol Wittayanusorn 

School（タイ）、Chitralada School（タイ、）National Junior College（シンガポール）、高

雄高級中学・高雄女子高級中学（台湾）、Shawnigan Lake School（カナダ）の生徒とチー

ムを組み、課題研究の学びのプロセスを多文化協働の形で進めています。英語という言葉の

壁を乗り越えるとともに、多様な価値観や考え方に触れ、受容しあう必要性を体感し、メン

バーがそれぞれに役割をもってチームに貢献するあり方を学ぶ機会となっています。 

JSSF は、こうして進めてきた課題研究の成果をポスターまたは口頭の形で発表し、世界

中からの生徒や先生方から多面的なフィードバックをうけ、研究の向上に反映させる大き

な機会となっています。2019 年度は、国外 21 カ国・地域 34 校から 128 名の生徒と 51 名

の教員、そして国内他校 9 校から 22 名の生徒と 11 名の教員の参加を得、2019 年 11 月 3

日から 7 日にかけて行うことができました。JSSF は本校生徒による実行委員会が企画運営

をします。これだけ多くのゲストをもてなし、本校生徒も含めた大きな集団を動かすことか

ら、生徒たちは、グローバルに通用するコミュニケーション力やリーダーシップ力を身をも

って学びます。これまでの 17 回にわたる開催を経て、その力を大幅に向上させるしくみを

構築できたと考えています。初めての英語での研究発表や海外生徒との共同作業は必ずし

も思ったようにできるものではありません。しかし、その悔しい思いを素直に受け止め、次

の学習につなげる仕組みがあること、そして、その壁を乗り越えていきいきと発表し、海外

生と協働する先輩の姿を目の当たりにできる環境があることは、生徒一人一人の成長に効

果的に作用してきたと考えます。こういった経験を通じて、生徒には、「研究というのはグ

ローバルに行うもの」という考え方を当たり前のこととし、多文化協働や英語使用に対する

抵抗感をもたずに、さらなる研究の高みを目指して欲しいと思います。 

第 4 期の最終年を迎え、第 5 期を目指す今、本校でこれまでに蓄積された知見を広く汎

用性の高い形でまとめ、様々な形で社会に広く共有・還元することで、SSH 指定校として

取り組んできた社会的責任を果たし、日本の国際科学教育の発展に寄与したい所存です。本

校における SSH の実践について、様々な角度からの率直なご指摘、ご助言を賜ることがで

きれば幸いです。 

校長 堀江未来 
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別紙様式１－１ 

学校法人立命館 立命館高等学校 指定第 4 期目 27～01 

 

❶令和元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  

「国際ネットワークを活用した理数系グローバル人材育成システムの開発」 

 ② 研究開発の概要  
立命館高等学校は、SSH 研究開発事業の初年度である平成 14 年度から 17 年間の研究開発に取り

組み、得られた多くの成果の他校への普及とさらなる展開を目指し、継続的に我が国の科学教育の
発展と人材育成に向けて尽力してきた。とりわけ、本校が構築してきた海外の理数教育重点校との
ネットワークは、多くの世界のトップ校を含み、日本の国際科学教育にとって貴重な資源であると
考えている。 

第 4 期 SSH 研究開発においては、課題研究、高大連携、国際連携、理数教育の高度化などの諸
課題に加え、国内 SSH 校との強いネットワークや立命館学園の持つ様々な連携を SSH 事業の中で
活かし、国内校、海外校、大学、研究所に加えて企業等も相互に協力し合える科学教育システムの
構築に向けた開発研究を進める。 

その中で課題研究の高度化を図り、海外生徒との共同研究により、高度な理数系グローバル人材
の育成を図る。 

 ③ 令和元年度実施規模  

全校生徒を対象として科学教育の充実を目指すが、特に、3 年 SS コース（3.5 クラス、とりわ

け SSG クラス 1 クラス 37 名）、2 年 SS コース（3 クラス、とりわけ SSG クラス 1 クラス 31 名）、

及び、SS コースへつながる高校 1 年（コアコース 8 クラス、とりわけ GJ クラス 2 クラス 81 名）

の生徒を中心とする。また、中高一貫教育に取り組んでおり、立命館中学生に対しても高校生のワ

ークショップ等の一部に参加させる。 

1 年ｺｰｽ 
1 年 

2,3 年ｺｰｽ 
2 年 3 年 計 

生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 

ｺｱｺｰｽ 
(GJ ｸﾗｽ) 

81 2 
SS ｺｰｽ 
(SSG ｸﾗｽ) 

理系 31 1 37 1 

1024 28 

ｺｱｺｰｽ 
(GJ 以外) 

242 6 
SS ｺｰｽ 
(SSG 以外) 

理系 77 2 79 
CE 混合で

5 
MS ｺｰｽ 55 2 

MS ｺｰｽ 
理系 44 

2 
36 

2 
 文系 15 12 

CE ｺｰｽ 文系 110 3 128 
SS 混合で

5 
GL ｺｰｽ 文系 36 1 41 1 

  

 ④ 研究開発内容  

○研究計画 

 研究開発課題を進めるため、具体的には以下の 5 項目に沿って研究開発を行った。 

（Ⅰ）理数系グローバル人材育成のための国際ネットワークの活用の研究 
（Ⅱ）国内校、海外校、理数系大学・研究所さらにグローバル企業も含めたコンソーシアム型の大

きな教育ネットワークの構築とその活用に関する研究 
（Ⅲ）理科・数学の融合科目等の開発と高大連携を中心とする理数学習の高度化の研究 
（Ⅳ）国際舞台で必要な科学コミュニケーション能力の育成のための研究 
（Ⅴ）高い学力と能動的学習能力を育むための全校生徒による課題研究の推進とアクティブラーニ

ング等を中心とする授業改善に向けた研究 

 課題研究の充実を目的に、大学や研究所、企業等の研究機関に加え、海外理数教育重点校や国内

SSH 校との連携を強め、指導のためのネットワークを充実させること、グローバル人材育成のた

めの科学コミュニケーション能力を育成すること、能動的学習能力を高めるための授業改善を行う
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ことに取り組んだ。 

5 年間の研究開発の中で、それぞれの分野での成果を得てきたが、特に顕著な結果を年次ごとに

まとめると以下の通りである。 

第 1 年次 SSH 主対象生徒だけで実施していた課題研究の取組を学校全体（特定のコースを

除く）へ広げることとなり、この年度がその完成年度であった。「課題研究科」を

設置し、課題研究担当者を他の教科と同様に組織化し、実施の充実を図った。年度

末には、約 200 テーマの研究発表会をポスターセッション形式で行うことが出来た。 

第 2 年次 科学技術人材育成重点枠事業として進めてきた共同課題研究を基礎枠の中でも

取り組むこととし、韓国、シンガポールの学校と本校との間での共同研究を開始し

た。いずれの学校も世界トップクラスの理数教育重点校であり、質の高い共同研究

を継続して実施していくことを目指した。 

 グローバル科学研修として、海外生徒とともに科学研究施設を訪問して研修を行

う取組を活発に行うことが始まり、多くの研究所や企業との連携が強化された。 

 科学コミュニケーション指導のための教材を作成し、他校へも普及させるための

取組が始まった。 

第 3 年次  共同課題研究について、タイの学校とも開始した。この学校も世界トップの理数

教育重点校である。 

学校設定科目「生命科学」「理系地学Ⅱ」について、内容が固まり、充実した実

践を行えた。 

科学技術人材育成重点枠事業を一緒に 3 年間行ってきた連携校との協力関係が強

まり、国内での学校間のネットワークが充実した。 

第 4 年次  課題研究の成果として、JSEC や学園内のコンテストにおいて大きな賞を受賞でき

たり、海外サイエンス・フェアで表彰を受ける等の活躍を示せた。 

 科学コミュニケーションの教材として第 2 年次の続編を作成し、各校へ配布した。 

 グローバル科学研修として、多くの大学との連携関係を強めることが出来た。 

第 5 年次  海外理数教育重点校との連携はたいへん充実し、長年継続してきた Japan Super 

Science Fair（今年度は、科学技術人材育成重点枠事業として実施）における海外参

加校数は過去最大となった。JSSF においても国際共同課題研究を重視し、その発展

を目指した。また、JSSF への大学、研究所、企業、卒業生からの支援も最も充実し

た年であった。国内 SSH 校との連携もより強化された。 

 

○教育課程上の特例等特記すべき事項 

 教育課程上の特例はない 

 

○令和元年度の教育課程の内容 

 MS コースを除く全てのコースにおいて課題研究を実施。教育課程における位置付けは、高 2、

高 3 の「総合的な学習の時間」各 1 単位を「課題研究」として実施。SSG クラス（主対象生徒）に

おいては、高 1 の「総合的な学習の時間」においても、課題研究の取組を組み込んでいる。 

 数学、理科の各科目においても、探究的学力を育てることを重視しており、課題研究につながる

指導が行われている。理系特講Ⅰ（高 2SS2 単位）、Ⅱ（高 3SS3 単位）においては、学校設定科

目を設置し、課題研究へのつながりが意識されている。サイエンスイングリッシュⅠ（高 2SS2 単

位）、Ⅱ（高 3SS2 単位）は、課題研究の成果を英語で発表、質疑応答が出来ることを目標に含め

ている。 
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○具体的な研究事項・活動内容 

 上記、5 項目に分けて、取組内容をまとめると以下のようになる。 

(Ⅰ)理数系グローバル人材育成のための、国際ネットワークの活用の研究 

本校の持つ国際科学教育ネットワークをより強化し、その活用を積極的に行い、生徒の視野の

拡大や科学への関心、社会への貢献意識を高める。 

① 海外科学研修 
(1) イギリス SSG 海外科学研究 WS CSIA コース 

4 月 23 日（火）～5 月 8 日（水）高校 3 年 8 名 教員 1 名 派遣 
(2) アメリカ SSG 海外科学研究 WS ハワイコース  

7 月 20 日（土）～30 日（火）高校 3 年 8 名 教員 1 名 派遣 
(3) 「海外プロジェクト探検隊」三菱商事協賛  読売新聞東京本社教育ネットワーク主催 

7 月 22 日（月）～28 日（日）6 泊 7 日 オランダ、イギリス 高校 2 年 1 名 参加 
(4) シンガポール National Junior College 共同研究研修 

7 月 27 日（土）～8 月 5 日（月） 高校 1 年 2 名 高校 2 年 2 名 高校 3 年 1 名 教員 1 名 派遣 
(5) タイ Mahidol Wittayanusorn School 科学研修(共同研究研修含む) 

8 月 13 日（火）～21 日（水）高校 1 年 2 名 高校 2 年 4 名 高校 3 年 2 名 教員 1 名 派遣 
(6) 韓国 Korea Science Academy of KAIST 共同研究研修 

9 月 17 日（火）～22 日（日）高校 3 年 3 名 教員 1 名 派遣 
(7) カナダ SSG 海外科学研究 WS FRC コース 

3 月 4 日（水）～3 月 25 日（水）高校 2 年生 10 名 教員 1 名 派遣 中止 
(8) 韓国 Korea Science Academy of KAIST 科学研修 

3 月 16 日（月）～22 日（日）高校 1 年 5 名 高校 2 年 5 名 教員 1 名 派遣 中止 
② 海外科学研究発表 

(1) シンガポール STEP NUS Sunburst Brain camp 
6 月 8（土）～16 日（日）高校 2 年 3 名 高校 3 年 1 名 教員 1 名 派遣 

(2) 韓国 KSA Science Fair  
6 月 25（火）～30 日（日）高校 2 年 4 名 高校 3 年 2 名 教員 2 名 派遣 

(3) オーストラリア ASMS International Science Fair 2019 
8 月 31 日（土）～8 日（日）高校 1 年 4 名 高校 2 年 2 名 教員 1 名 派遣 

(4) タイ International Students Science Fair 2020 
1 月 15 日（水）～20 日（月）高校 2 年 5 名 高校 3 年 1 名 教員 1 名 派遣 

③ 海外理数教育重点校受け入れ企画 

(1) タイ Mahidol Wittayanusorn School 科学研修(共同研究研修含む) 
4 月 14 日（日）～25 日（木） 生徒 10 名 教員 2 名  受け入れ 

(2) 韓国 Korea Science Academy of KAIST 科学研修 
7 月 5 日（金）～11 日（木） 生徒 10 名 教員 2 名  受け入れ 

(3) 韓国 Korea Science Academy of KAIST 共同課題研究研修  
7 月 5 日（金）～11 日（木） 生徒 3 名 教員 1 名  受け入れ 

(4) さくらサイエンスプラン 香港 G.T. College  
7 月 15 日（月）～21 日（日） 生徒 10 名 教員 1 名  受け入れ 

(5) シンガポール National Junior College 共同研究研修 
11 月 22 日（金）～26 日（火） 生徒 12 名 教員 2 名 受け入れ 

（Ⅱ）国内校、海外校、理数系大学・研究所さらにグローバル企業も含めたコンソーシアム型の大

きな教育ネットワークの構築とその活用に関する研究 

これまで連携を深めてきた国内最先端施設の見学及び現地での実習等を通して、生徒たちの科

学に対する興味・関心の向上を目指した取り組みを実施する。 

① サイエンスワークショップ、発表会 / ②  企業連携 

(1) 高校 1 年 GJ クラス One Day Workshop 
6 月 18 日（火） 高校 1 年 44 名 教員 4 名 参加 

（京都府立植物園・京都大学） 
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(2) 高校 2 年 SS コース SS Challenge 
6 月 21 日（金） 高校 2 年 108 名 教員 8 名 参加 
核融合科学研究所・京都大学霊長類研究所・SPring-8・奈良先端科学技術大学院大学 
地球環境産業技術研究機構 

(3) 関西グローバル科学研修 
7 月 18 日（木）～20 日（土）高校 2 年 5 名 3 年 5 名 教員 3 名 参加 

立命館高等学校／北淡震災記念公園／大阪大学／海遊館 他 

(4) ソロプチミスト ユース・フォーラム 2019 in 神戸  
7 月 24 日（水）、25（木）高校 3 年 1 名 参加 

(5) 「サイエンスカフェ 2019」公益財団法人 テルモ生命科学復興財団  
7 月 26 日(金)、27 日(土) 高校 2 年生 2 名、教員 1 名 

(6) SSH 生徒研究発表会 8 月 7 日（水）8 日（木）高校 1 年 1 名、2 年 1 名 教員 1 名 参加 
(7) SSH 生徒研究発表会 8 月 8 日（木）高校 2 年、3 年 SSG クラス 教員 3 名 参加 
(8) 立命館大学理工学部課題研究アワード 2 月 22 日（土）理工学部進学予定者 26 名 

③ 講演会 

(1) ノーベル賞受賞者フォーラム 4 月 8 日（月）高校 3 年、2 年 SSG クラス 68 名 

(2) 「Building a circular economy society: why and how?」 

9 月 24 日（火）高校 3 年 SSG クラス 37 名 

(3) 「Let us change the way of preparing food」  

10 月 8 日（火）高校 2 年 SSG クラス 30 名 

(4) 「Science is Fun!」11 月 5 日（火）高校 3 年 SS コース 79 名 

(5) 「筋肉を裏切らない」11 月 18 日（月）高校 2 年 SS コース 77 名 

(6) 「身の回りのエネルギーを使って電池無しでセンシング」11 月 25 日（月）、27 日（水）

高校 3 年、高校 2 年 SSG クラス 68 名 
（Ⅲ）理科・数学の融合科目等の開発と高大連携を中心とする理数学習の高度化の研究 

  基礎学力を身につけ、目的意識が明確な生徒に対して、より高度で学際的な内容を高校時代か

ら学習できる機会を設ける。重要な概念や本質的内容の理解により、大学や大学院での学びのリ

ーダーを担う人材を育成する。 

(1) 学校設定科目「生命科学」の開発に関して、年間を通じて実施。 

高校 3 年 SS コース 18 名 

(2) 学校設定科目「理系地学Ⅱ」の開発に関して、年間を通じて実施。 

高校 3 年 SS コース 25 名 

(3) 数学セミナー 7 月 13 日（土）～14 日(日）高校 3 年 1 名、2 年 6 名、1 年 3 名 

(4) 生命科学部ワークショップ 7 月 17 日（水）高校 2 年生 3 名 高校 3 年生 3 名参加 

応用化学科「物理化学を基盤として、光エネルギーを最大限活用したこれまでにない機能性

材料を創出する」 

生物工学科「生体内における酸化還元制御と物質代謝の解析」 

生命情報学科「実験進化学的アプローチで光合成系の成り立ちを解き明かす」 

生命医科学科「体細胞初期化および幹細胞分化の分子機構とその再生医学への応用」 

(5) SR センター高校生実習 7 月 18 日（木）〜20 日（土） 高校 2 年 4 名 教員 2 名 
（Ⅳ）国際舞台で必要な科学コミュニケーション能力の育成のための研究 

将来国際舞台において活躍する科学者としてのコミュニケーション能力の開発を行う。本校の

SSH での学びを通じて、研究発表を英語で堂々と行い、質疑応答までこなす生徒が増えてきてい

るが、実践をさらに精緻化し、日本全体の実践や応用に役立てる。 

(1) 英語による科学コミュニケーション能力の育成 

「英語 2A」「サイエンスイングリッシュⅠ」「英語 3A」「サイエンスイングリッシュⅡ」 

において年間を通して研究   高校 2 年 3 年 SSG クラス 68 名 
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（Ⅴ）高い学力と能動的学習能力を育むための、全校生徒による課題研究の推進とアクティブラー

ニング等を中心とする授業改善に向けた研究 

科学への探求心を深め、将来、研究者として活躍するための基盤を作ることを目的に課題研究

活動を重視する。他の授業を含め実践について広く普及していくことに努める。 

(1) 課題研究 高校 2 年、3 年の「課題研究」を中心に年間を通して研究 

高校 2 年 3 年 SS コース 224 名 

   なお、SSG クラスの生徒を中心に、課題研究の高度化を課外にて実施 

                         高校 2 年 3 年 SSG クラス 68 名 

(2) アクティブラーニング等を中心とする授業改善に向けた研究 

  全校的に年間を通して実施 

○その他の取り組み 

(1) 運営指導委員会 

   11 月 4 日（月）  第 1 回運営指導委員会 

3 月 9 日（月）  第 2 回運営指導委員会 新型コロナウィルス感染拡大防止による休校のため中止 

(2) 先進校視察 

   6 月 22 日（土）   ノートルダム清心学園 清心中学校・清心女子高等学校 

 ⑤ 研究開発の成果と課題  

○研究成果の普及について 

これまでの成果の発信・普及については、以下のような取組を行ってきた。 
(1) 教材、報告書の配布 

実践してきた取組について、各々の教材や報告書を作成し、多くの学校や教育関係者へ配布して

きた。とりわけ、科学英語に関しては、多くの学校で課題をかかえておられ、本校の教材に高い関

心を持ってもらっている。 
(2) ホームページでの広報 
 取組ごとに本校 HP へ報告記事を掲載し、その中で、成果や課題、留意点について丁寧に公開し

てきた。 
(3) 海外科学交流に関わるアドバイス 

海外科学交流に関わって、その方法や対処法に関して、多くの問合せを受け、適宜、それぞれに

対応してきた。 
(4) シンポジウムの開催 

「科学教育の国際化を考えるシンポジウム」を毎年開催し、今年度で 11 回を重ねた。それぞれ

の回ごとに、重要と考えるテーマを設定し、本校での取組を紹介し、議論を重ねてきた。 
(5) 科学技術人材育成重点枠での普及 
 6 年間の「科学技術人材育成重点枠」において、連携校とともに国際科学教育を考える取組を行

ってきた。とりわけ、国際共同課題研究を連携校とともに実践し、その意義と方法を普及してきた。 
(6) JSSF の開催 

Japan Super Science Fair を 17 回開催し、国内の多くの学校を招待してきた。その中で、本校が確

立してきた国際科学教育の取組を体験いただくとともに、それぞれの学校の国際ネットワーク構築

に協力してきた。 
 

○実施による成果とその評価 

（Ⅰ）理数系グローバル人材育成のための国際ネットワークの活用の研究 

第 4 期 SSH 指定においては、これまでの SSH 研究開発で培ってきたネットワークを土台として、

その拡充と質的な発展に取り組み、次のような成果を得た。令和元年度の海外科学研修では、18

コース 104 名を派遣した。SSH 主対象生徒である SSG クラスの生徒は、全員が英語による研究発

表を口頭で行う場を設定し、Japan Super Science Fair（JSSF）においては、全員がポスター発表を

行った。海外で研究発表を行った生徒は 31 名であった。「国際共同課題研究」の取組を積極的に
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行ってきた。海外の生徒と研究に関しての日常的な意見交換を行い、共同で研究を進める経験か

ら、広い視野や異文化間での対応力が高められ、リーダーシップにつながるものと考える。 

（Ⅱ）国内校、海外校、理数系大学・研究所さらにグローバル企業も含めたコンソーシアム型の大

きな教育ネットワークの構築とその活用に関する研究 

第 4 期においても、国内のネットワークの拡充に力を注いできた。大学、研究所、科学館、企

業等のお世話になり、多くの有益な連携が行えた。課題研究の他に、Japan Super Science Fair、One 

Day Workshop、SS Challenge 等の企画においても協力を得て、生徒の興味関心を高めることや研究

の充実を得ることが出来た。 

（Ⅲ）理科・数学の融合科目等の開発と高大連携を中心とする理数学習の高度化の研究 

教育課程内における研究開発としては、高校 3 年での学校設定科目「生命科学」「理系地学Ⅱ」

を中心に開発を行ってきた。教育課程外では、数学セミナー等の取組を行い、生徒の興味関心や

理数学習の高度化を目指してきた。また、高大連携企画として、SR センター高校生実習や R-TOP

プログラム等、高度な内容の学習を行う企画を継続して実施してきた。 

（Ⅳ）国際舞台で必要な科学コミュニケーション能力の育成のための研究 

 科学教育における英語によるコミュニケーション能力育成について、第 3 期までに「自らの科学

研究の内容をプレゼンテーションすること」「質疑応答に答えること」が、ほぼ達成出来ていた。

第 4 期については、より高度と考えられる「国際舞台でリーダーシップをとれる」「国際的な研究

発表の場で積極的に挙手し質疑を行うことが出来る」力の育成に取り組み、おおよそ目標は達成出

来たと考える。 

（Ⅴ）高い学力と能動的学習能力を育むための全校生徒による課題研究の推進とアクティブラーニ

ング等を中心とする授業改善に向けた研究 

 第 3 期までは課題研究を SSH 主対象生徒のみに課していたが、第 4 期においては、課題研究の

取組を全校生徒（一部コースの生徒を除く）へ広げることを行った。そのことにより、課題研究に

関わる教員数が増え、課題研究指導についての手法の蓄積が進んだことと、アクティブラーニング

を意識した授業を行う教員が増加したことが、教員の大きな変容である。 

 

○実施上の課題と今後の取組 

 第 4 期研究開発の中で、以下の点を課題として認識している。 

(1) 国際科学教育の全国的普及 

国際科学教育に関わって得てきた多くの手段、方法を普及させることが使命と考えて尽力してき

た。一部の学校への普及には成功したが、全国的に見れば普及はまだまだ限定的である。とりわけ

国際共同課題研究の実践を多くの学校へ普及させることが喫緊の課題であると考えている。 

(2) 課題研究のさらなる充実 

 SSH 主対象生徒だけに課していた課題研究を、第 4 期に全校へ拡大した。全校体制で実施するこ

とには成功したが、全体をより深い研究へ移行していくことが次の課題である。 

(3) 高大連携の深化 

「高大連携」は大きく進展した分野であるが、大学教学にとって高校での課題研究をどのように

位置付けるのか等を中高大の教員が一緒に議論することが重要である。 

(4) 卒業生の長期追跡 

これまで行ってきた卒業生調査を今後も継続し、SSH の成果を明確にしたい。 

 

 今後の研究開発の方向性として、上記の課題を解決し、さらに充実した科学教育を実践、普及さ

せることを目的に、第 5 期（先導的改革型）での研究開発を行うことを希望し、「科学教育のグロ

ーバルデザインと国際共同課題研究の全国普及を目指すシステムづくり」を研究開発課題として応

募している。 
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別紙様式２－１ 

学校法人立命館 立命館高等学校 指定第 4 期目 27～01 

 

❷令和元年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発の成果と課題 

 

①  研究開発の成果  

(Ⅰ)理数系グローバル人材育成のための、国際ネットワークの活用の研究 

本校の持つ国際科学教育ネットワークをより強化し、その活用を積極的に行い、生徒の視野の拡

大や科学への関心、社会への貢献意識を高める。 
 
仮説 
〔仮説Ⅰ〕Science Fair 等、国際的な科学研究発表会によって、将来の活動に向けての国際ネット

ワークが有意義に築かれる。また、これらの国際ネットワークを生かした教育活動によ

り国際的な視野の拡大、科学への興味関心、社会への貢献意識の向上など、理数系グロ

ーバル人材育成に向けた教育が加速する。 
 

教育課程編成上の位置付け 

 課外の取り組みとして実施。ただし、海外での研究発表は「課題研究」の成果発表であり、海外

校の受け入れ時には「サイエンスイングリッシュⅠ、Ⅱ」の授業時間を利用している。 

 

令和元年度の主な取組 

［1］海外科学研修 

(1) 海外科学研究ワークショップ アメリカ Hawaii コース 

(2) 海外科学研究ワークショップ イギリス CSIA コース 

(3) 海外プロジェクト探検隊 

［2］海外サイエンス・フェア 

(1) STEP NUS Sunburst Brain Camp 2019 

(2) KSA Science Fair 

(3) ASMS International Science Fair 2019 

(4) International Students Science Fair 2020 

［3］国際ネットワーク 

(1) International Science Schools Network 

［4］国際共同課題研究 

(1) 韓国 Korea Science Academy of KAIST との共同課題研究 

(2) タイ Mahidol Wittayanusorn School との共同課題研究 

(3) シンガポール National Junior College との共同課題研究  

 

成果 

第 4 期 SSH 指定においては、これまでの SSH 研究開発で培ってきたネットワークを土台として、

その拡充と質的な発展に取り組み、次のような成果を得た。 

令和元年度の海外科学研修では、16 コース 84 名を派遣した（18 コースの設定をしていたが、新

型コロナウィルス感染拡大防止のための学校閉鎖にともない、年度末の 2 コース 20 名の派遣が中

止された）。SSH 第 3 期、第 4 期であったこの 10 年間ほどの期間は、科学研修としての海外派遣

について、年間を通して 10 数回行ってきている。そのような中で近年は、単に海外の理数教育重

点校を訪問して、一部授業に参加することや、研究発表による科学交流、科学施設の見学等の研修

はほとんどなくなり、共同研究等の明確な目標を持っての研修派遣が主流になってきた。そのよう
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な中で海外科学研究ワークショップという名称でいくつかの研修を 2005 年度から継続して実施し

ている。この研修では、本校の交流校において、事前に設定したミニ研究テーマを調査、解決する

ことが課されていることに加え、3 週間の間、実際の授業に参加するコースや、ハワイの大自然の

中で宇宙、火山、海洋等について学ぶコース等、ユニークな体験が出来る。 

SSH 主対象生徒である SSG クラスの生徒は、全員が英語による研究発表を口頭で行う場を設定

し、Japan Super Science Fair（JSSF）においては、全員がポスター発表を行った。海外で研究発表

を行った生徒は 31 名であった。 

海外の有名な理数教育重点校では、それぞれのサイエンス・フェアを開催することが多くなって

おり、本校で継続して開催を続けている Japan Super Science Fair（JSSF）への参加とあわせて、

お互いの学校のサイエンス・フェアへ生徒を送る交換交流が主流となってきている。令和元年度の

海外サイエンス・フェアでは、KSA Science Fair における Excellent Presentation Award、STEP 
NUS Sunburst Brain camp における論文 1 位、プレゼンテーション発表 3 位等の評価を受けることが

出来た。第 4 期における海外サイエンス・フェア等でも多くの成果をあげた。(資料 2) 
また、三菱商事協賛・読売新聞東京本社教育ネットワーク主催「海外プロジェクト探検隊」へ応

募した本校生徒が選考を受け、オランダ、イギリスへ派遣された。 
海外理数教育重点校とのネットワーク構築に努力をしてきた。立命館高校が中心となって組織し

てきた International Science Schools Network（ISSN）において、存在感のある立場で多くの学

校からの信頼を得ており、ISSN の運営委員会の副委員長を務めることとなった。 

第 4 期においては、「国際共同課題研究」の取組を積極的に行ってきた。海外の生徒と研究に関

しての日常的な意見交換を行い、共同で研究を進める経験から、広い視野や異文化間での対応力が

高められ、リーダーシップにつながるものと考える。今年度は、8 テーマで国際共同課題研究を実

施した(資料 3)（科学技術人材育成重点枠での実施分も含む）。韓国 Korea Science Academy of KAIST

やタイのMahidol Wittayanusorn School等の世界トップクラスの学校との共同研究が安定して継

続出来ている。天文分野の研究では国立天文台の先生にアドバイスをいただいたり、植物分野の研

究では理化学研究所の先生にアドバイスをいただいたりと、共同研究に関わって国内でのネットワ

ークも広がっている。 

 

(Ⅱ)国内校、海外校、理数系大学・研究所さらにグローバル企業も含めたコンソーシアム型の大き

な教育ネットワークの構築とその活用に関する研究 

これまで連携を深めてきた国内最先端施設の見学及び現地での実習等を通して、生徒たちの科学

に対する興味・関心の向上を目指した取り組みを実施する。 
 

仮説 
〔仮説Ⅱ〕国内校、海外校、理数系大学・研究所、さらにグローバル企業も含めたコンソーシアム

型の大きな教育ネットワークの構築とその活用により、科学的創造性とりわけ問題発見

能力の向上や社会的貢献心、世界で活躍する使命感の育成が築かれる。 

 

教育課程編成上の位置付け 

 課外の取り組みとして実施。ただし、課題研究アワードでの研究発表は「課題研究」の成果発表

にあたる。 

 

令和元年度の主な取組 

［1］サイエンスワークショップ、発表会、企業連携 

(1) 高校 1 年 GJ クラス One Day Workshop 
(2) 高校 2 年 SS コース SS Challenge 
(3) 関西グローバル科学研修 
(4) 立命館大学理工学部・附属校交流企画「課題研究アワード」 
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(5) ソロプチミスト ユース・フォーラム 2019 in 神戸 
(6) サイエンスカフェ 2019 
(7) SSH 生徒研究発表会 

［2］ 講演会 

(1) ノーベル賞受賞者フォーラム 

(2) 講演「Building a circular economy society: why and how?」 

(3) 講演「Let us change the way of preparing food」 

(4) 講演「Science is Fun!」 

(5) 講演「筋肉を裏切らない」 

(6) 講演「身の回りのエネルギーを使って電池無しでセンシング」 

 

成果 

第 4 期において、国内のネットワークの拡充に力を注いできた。大学、研究所、科学館、企業等

のお世話になり、多くの有益な連携が行えた。課題研究の他に、Japan Super Science Fair、One Day 

Workshop、SS Challenge 等の企画においても協力を得て、生徒の興味関心を高めることや研究の充

実を得ることが出来た。 

また、第 4 期での科学技術人材育成重点枠事業を一緒に行ってきた連携校との協力関係が強ま

り、国内での学校間のネットワークが充実した。国際科学教育を中心に、広く科学教育全般に関わ

って、充実した議論や実践を協働して行うことが出来る連携関係を持てたことが大きな成果であっ

たと考えている。 

 

以下が、第 4 期においてお世話になった大学、研究所、科学館、企業である。 

［大学］ 

立命館大学・大阪大学・京都大学・大阪教育大学・平安女学院大学・東京大学 

東京工業大学・北海道大学・京都府立大学・お茶の水女子大学 

［研究所］ 

核融合科学研究所・京都大学霊長類研究所・SPring-8・奈良先端科学技術大学院大学 

理化学研究所・京都大学 iPS 細胞研究所 CiRA・物質材料研究機構・CYBERDYNE 

宇宙航空研究開発機構・地球環境産業技術研究機構・北海道大学苫小牧研究林 

［科学館］ 

京都大学総合博物館・札幌市立青少年科学館・日本科学未来館・国立科学博物館 

国立天文台・旭山動物園・京都府立植物園・京都絞り工芸館・琵琶湖博物館 

［企業］ 

ローム株式会社・株式会社堀場製作所・月桂冠株式会社・NISSHA 株式会社 

株式会社 SCREEN ホールディングス・株式会社ユーシン精機・大阪ガス株式会社 

オムロン株式会社・日本新薬株式会社・サントリーホールディングス株式会社 

京セラ株式会社・三菱自動車工業株式会社 

 

(Ⅲ)理科・数学の融合科目等の開発と高大連携を中心とする理数学習の高度化の研究 

基礎学力を身につけ、目的意識が明確な生徒に対して、より高度で学際的な内容を高校時代から

学習できる機会を設ける。重要な概念や本質的内容の理解により、大学や大学院での学びのリーダ

ーを担う人材を育成する。 
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仮説 
〔仮説Ⅰ〕〔仮説Ⅱ〕〔仮説Ⅲ〕を全体的に検証することとなるが、とりわけこの課題におい

ては、目的としている「より高度で学際的な内容を高校時代から学習できる機会を設けること

は重要であり、学びのリーダーを担う人材育成に効果的である」ことが仮説となる。 
 

教育課程編成上の位置付け 

 「生命科学」「理系地学Ⅱ」を中心とした学校設定科目。他に「数学セミナー」等の課外での取

り組みも含む。 

 

令和元年度の主な取組 

(1) 学校設定科目「生命科学」 

(2) 学校設定科目「理系地学Ⅱ」 

(3) 数学セミナー 

(4) 科学オリンピックを目指す取組 

(5) サイエンス部の取組  

(6) 立命館大学生命科学部ワークショップ 

(7) SR センター高校生実習（立命館大学のシンクロトロンを使った実習） 

 

成果 

教育課程内における研究開発としては、高校 3 年での学校設定科目「生命科学」「理系地学Ⅱ」

を中心に開発を行ってきた。年間の指導内容を整理し教材としてまとめることが出来た。その中で

は、ハイレベルな内容を取り入れるとともに、将来的に研究者としての活動へつながるような取組

の指導を高校時代から開始することも考慮され、大学との連携による企画や、社会との関り等も意

識した授業内容等で構成されている。 

教育課程外では、数学セミナーを SSH 初期から 17 年間継続してきおり、合宿形式によって、長

時間グループで数学の問題に取り組んできた。これらの取組により、生徒の興味関心や理数学習の

高度化を目指してきた。また、高大連携企画として、SR センター高校生実習や R-TOP プログラム

等、高度な内容の学習を行う企画を継続して実施してきた。 

 サイエンス部の活動も充実してきている。高校生 12 名、中学生 5 名で活動している。運動部等、

他の部活動を兼ねることが許されていない中で、部員数の増加は難しいが、昨年度に比べて大きく

増えている。中学校のサイエンス部との連携が良くなったためと考える。それぞれの部員が、課題

研究で取り組んでいる内容に関わっての研究を進めており、様々な場での研究発表を積極的に行え

た 1 年であった。JSSF やオーストラリアでのサイエンス・フェアでの発表等にも挑戦し、有意義

な経験を得た。 

 

（Ⅳ）国際舞台で必要な科学コミュニケーション能力の育成のための研究 

将来国際舞台において活躍する科学者としてのコミュニケーション能力の開発を行う。本校の

SSH での学びを通じて、研究発表を英語で堂々と行い、質疑応答までこなす生徒が増えてきている

が、実践をさらに精緻化し、日本全体の実践や応用に役立てる。 

 

仮説 
〔仮説Ⅲ〕課題研究の英語での発表は、科学コミュニケーション能力の育成に有効であり、そのた

めの教育手法や指導法の開発は、国際的な視野をもつ理数系人材の育成に有効である。

また、国際的問題につながる科学研究や能動的学習能力を育成することを目指した授業

によって大きな成果を収めることができ、逆に国際的活動によって科学研究が加速され

る。 
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教育課程編成上の位置付け 

「英語 2A」「サイエンスイングリッシュⅠ」「英語 3A」「サイエンスイングリッシュⅡ」 

 

令和元年度の主な取組 

(1) 英語による科学コミュニケーション能力の育成 

 

成果 

 科学教育における英語によるコミュニケーション能力育成について、第 3 期までに「自らの科学

研究の内容をプレゼンテーションすること」「質疑応答に答えること」が、ほぼ達成出来ていた。

第 4 期については、より高度と考えられる「国際舞台でリーダーシップをとれる」「国際的な研究

発表の場で積極的に挙手し質疑を行うことが出来る」力の育成に取り組み、おおよそ目標は達成出

来たと考える。 

 課題研究の英語での発表を軸とした授業実践の結果、発表のみならず、その後の質疑応答や国際

的な場面でのリーダーシップにも力を発揮するようになった。発表後の満足感が SSH 第 4 期初年

度の 57%（2015 年度）から最終年度 78%（2019 年度）、質疑応答の理解度が同 77%から同 94%、

満足度が同 55%から同 90%と大きく向上した。また、この活動により、理数学習や研究へのモチ

ベーションや質・力が高まったと多数の生徒が回答し、肯定的回答の割合は年々増加している。 

これら一連の活動を経験し、「将来国際的な舞台で活躍したいと思う気持ちが強まった（81%）」、

「実際に国際学会などで研究発表をしたいという気持ちが強まった（70%）」、「将来国際学会で

研究発表を行うことになったときに役立つ（97%）」と回答するなど、生徒の将来へ大きくつなが

る活動となった。 

また、客観指標として、主対象生徒の TOEFL ITP®スコアの最終受験回の平均スコアが 420
（2007 年度）、462（2015 年度）、482（2019 年度）と年々伸び続けている。令和元年度卒業生

の 6 回の受験のベストスコア平均はこれまでで最も高い 491 であり、日本の大学生の平均 464.8 を

大きく上回っている。 

 

（Ⅴ）高い学力と能動的学習能力を育むための全校生徒による課題研究の推進とアクティブラーニ

ング等を中心とする授業改善に向けた研究 

科学への探求心を深め、将来、研究者として活躍するための基盤を作ることを目的に課題研究活

動を重視する。他の授業を含め実践について広く普及していくことに努める。 

 

仮説 
〔仮説Ⅰ〕〔仮説Ⅱ〕〔仮説Ⅲ〕を全体的に検証することとなるが、とりわけこの課題におい

ては、「課題研究指導から有効な授業方法が得られ、その利用が他の授業に対しても効果的で

ある」ことを確かめることである。 

 

教育課程編成上の位置付け 

「総合的な学習の時間」を「課題研究」に位置付けて実施。また、その成果を他の理数系科目へ

普及させる。 

 

令和元年度の主な取組 

(1) 課題研究 

(2) アクティブラーニング等を中心とする授業改善に向けた研究 
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成果 

 第 3 期までは課題研究を SSH 主対象生徒のみに課していたが、第 4 期においては、課題研究の

取組を全校生徒（一部コースの生徒を除く）へ広げることを行った。探究的学力の伸長が、高校時

代の学習へのモチベーションと大学以降の研究活動に大きく好影響を与えていると考えたからで

ある。課題研究を全校へ広げて現高 3 生で 5 年目となり、年間での取組スケジュールも学校内に定

着し、課題研究に対する教員の指導法の確立や生徒の意識の向上が見られる。JSSF やその他、海

外のサイエンス・フェア等、研究発表の大きな舞台が準備されていることが、生徒のモチベーショ

ンを向上させている。 

 第 4 期での課題研究による成果としては、平成 30 年度に、第 16 回高校生科学技術チャレンジ

(JSEC)での協力社賞「竹中工務店賞」を受賞したことをはじめ、多くの成果をあげた。また、大学

教員からも高等学校での課題研究の取組に高い評価を得るようになってきており、平成 30 年度か

ら「立命館大学理工学部課題研究アワード」が開始された。初年度の平成 30 年度には、本校生徒

の研究が第 1 位と第 3 位を獲得し、2 年目であった令和元年度には、本校生徒の研究が第 2 位を獲

得している。 

また、全校体制で課題研究を実施することにより「課題研究科」を設置し、他の教科と同様の体

制を取ることとした。それをきっかけとして、課題研究指導についての手法の蓄積が進んだことと、

日常授業においても探究型学力を目指す授業改善が加速し、アクティブラーニングを意識した授業

を行う教員が増加したことが、教員の大きな変容である。その成果を公開し、多くの参加者の方々

と議論し、ご意見やご指導をいただく機会として「立命館中学校・高等学校 公開授業研究会」を

毎年開催してきている。今年度の研究会は、「主体的・対話的で深い学びを目指した取り組み」を

テーマとして実施され、SSH に関わる内容としては、数学、理科、英語において研究授業が行われ

た。 

 

これらの成果による生徒の変容を 2 つの調査から考察する。 

一つは、2012 年度より毎年、SSH 主対象生徒のクラスである SSG クラス生徒を対象に実施して

いる「科学への認識調査（PISA2006 と同じ内容のもの）」の結果から、生徒が SSH 事業に参加し

たことにより得られた変容について考察を行う。 

もう一つは、卒業生調査によって卒業後に SSH 事業の取組がどのように影響しているのかを考

察する。卒業生調査として、2 種類の調査を実施した。全員へのアンケート調査と、理系分野で活

躍している卒業生 20 数名程度を選んでのインタビュー調査を行った。 

 

＜科学への認識調査＞ 

 この調査は、PISA による科学的リテラシーを中心とした 2006 年の調査と同様のものを大阪教育

大学の先生の指導のもとで本校 SSG クラス生徒を対象として 2012 年度より行っているものであ

る。 

 「PISA 2006 科学への認識調査」は、科学的リテラシー能力の獲得の重要な背景である「科学へ

の認識（と態度）」の調査を目的として実施されたものであり、生徒自身の科学に対する態度と取

り組みについて、設定された科学認識への各因子尺度と、獲得された科学的リテラシー得点と関連

づけを分析した。各因子尺度は以下の通りである。 

 

尺度Ⅰ 科学に関する全般的な価値 

尺度Ⅱ 科学に関する個人的価値 

尺度Ⅲ 生徒の理科学習における自己評価 

尺度Ⅳ 科学の楽しさ 

尺度Ⅴ 理科学習における道具的有用感 
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尺度Ⅵ 生徒の科学に対する将来志向的な動機づけ 

尺度Ⅶ 科学に関する全般的な興味・関心 

尺度Ⅷ 生徒の科学における自己効力感 

尺度Ⅸ 生徒の科学に関連する活動 

尺度 XI 環境問題に関する認識 

 

【アンケート対象生徒数】 

 

 

 

 

 

 

アンケートは 4 件法のため、上位 2 項目の回答をした生徒の割合を肯定度とし、第 4 期の 5 年間

の肯定度の変化を調べると、ほぼ、順調に伸びていることが分かる。(資料 4) 

 

分析をいただいた先生からは、以下のような評価をいただいた。 

全般的状況 

・PISA2006 における OECD 平均、日本平均値を全ての項目で上回っており、SSH の取組全体と

して良好な状況が実現されていることが伺える。 

・今年度初めて、立命館高校における尺度(Ⅲ)生徒の理科学習における自己評価が、OECD 平均

を上回った。 

・職業選択にかかわる尺度(Ⅵ)において、2，3 年生ともに、OECD 平均を約 50 ポイント上回っ

ており、学習と将来選択が結びついている。 

・昨年度に比して、10 項目で科学への認識の尺度が向上した(最大 20 ポイント)。 

・過去 4 年間において、今年度に 10 項目が最高のポイントになっている。 

個別状況 

・科学に対する重要性を認識している尺度(Ⅱ)が年度を追って、増加しており主体的に取り組む

意義に結びついていることが伺える。 

・道具的有用感に関する尺度（Ⅵ）も向上しつづけており、同様に主体的に取り組む意義を認識

していることが伺える。 

 

［考察］ 

 上記の評価に加え、この 5 年間、どの尺度においても肯定度がほぼ順調に伸びていることから、

SSH 事業の進展が窺える。 

 現高 3 生徒の高 2 からの伸びについて(資料 5)、全ての尺度で増加している点と、とりわけ、OECD

や日本の平均が低い以下の 3 項目で大きく伸びていることが分かる。 

尺度Ⅲ 生徒の理科学習における自己評価  19.4 ポイント↗  

尺度Ⅵ 生徒の科学に対する将来志向的な動機づけ  15.1 ポイント↗  

尺度Ⅸ 生徒の科学に関連する活動   14.0 ポイント↗  

特に、尺度Ⅲは OECD 平均に比べ、日本の平均が著しく落ち込んでいる項目である。尺度Ⅲ「生

徒の理科学習における自己評価」は、日本の生徒は謙虚な生徒が多く、自らの力を低く評価する傾

向にあるからだと言われてきている。ただ、今回初めて OECD 平均を上回ったことについて、高 2

から高 3 への伸びが大きかったことに加え、現高 2 の肯定度も高いことが要因である。尺度Ⅱ「科

学に関する個人的価値」、尺度Ⅳ「科学の楽しさ」等も高い肯定度を示していることからも、SSG

年度 高校 2 年 SSG クラス 高校 3 年 SSG クラス 
平成 27 年度 34 34 
平成 28 年度 37 30 
平成 29 年度 39 37 
平成 30 年度 40 34 
令和元年度 30 37 
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クラスを選択する生徒への SSH の取組のアピールや、先輩の姿を見てより質の高いものを求める

生徒のモチベーション向上が働いているのではないかと考察している。あるいは、社会の変化によ

り「探究活動」が重視されてきたことで、SSG で重視してきた課題研究に対して、生徒自身が確信

を持ててきているため自己評価を向上させてきた可能性もあるかもしれない。もちろん、単にテス

ト内容等が易しくなってしまっていることから肯定度が上がっている可能性も疑わなければなら

ず、正確には毎年同じ内容での学力調査等が必要とも言えるが、英語の TOEFL ITP®スコアの向上

については確かな結果が得られているので、理科に関しても一定の向上が見られているものと考え

る。 

 

＜卒業生調査＞ 

4 期 18 年間の SSH 研究開発を行ってきており、SSH 主対象生徒としての卒業生を 15 学年 430

名送り出している。その動向を知るため、これまでに数回の卒業生調査を行っている。今年度が第

4 期の最終年度ということで、卒業生調査を実施した。調査は、2 種類あり、全員へのアンケート

調査（ただし、初期の卒業生は連絡の取れない者も多い）と、20 数名へのインタビュー調査であ

る。 

全員へのアンケート調査について、回収は約半数の 207 名であった。その内、すでに大学を卒業

している者は 123 名。この 123 名の内、大学院への進学者は 72 名（59％）、またその中で博士課

程まで進学したものは 12 名（10%）である。この中ですでに博士学位を取得している者は 3 名（加

えて、未回答者のうち 2 名取得済み）である。また、あと 1、2 年のうちにさらに 5 名程度が学位

を取得する見込みである。 

123 名の中で、就職先を記載した卒業生は 82 名で、そのうち、名称や職種等から判断して理系

の仕事についていると予測できるもの者は 52 名（66％）であり、主なものをあげると、以下の通

りである。 

 

大学・研究機関 立命館大学教員 3 名（講師 1、助教 1、研究員 1）、理化学研究所 1 名 

企業      トヨタ自動車株式会社、株式会社東芝、株式会社島津製作所、ローム株式会

社、日本電産株式会社、その他複数の製薬会社等 

公務員     国交省地方整備局 

その他     医師、中高教員（数学・理科）、ベンチャービジネス等 

 

また、上記の 52 名以外でも、理系の学部を卒業した後に日本大使館一等書記官や財務省にて税

関の仕事をしている者等、理系の素養を活かして仕事をしている者がいる。 

アンケート調査から読み取れる活躍の状況として、大学以後で国際的な取組を尋ねた項目では、

83 名が留学、国際学会での発表、海外研修、海外での調査等、国際的な取組を行っており、その

うち中長期の海外留学をしたものは 34 名であった。 

高校時代の SSH での取組全般、課題研究、海外研修、JSSF について、有益であったかを尋ねた

項目では、たいへん高い評価となっている。(資料 6) 

また、「将来、国際舞台で活躍したいと思うか」を尋ねた項目では、「たいへん思う」57 名、

「思う」97 名、「あまり思わない」42 名、「思わない」11 名、「将来、人のために貢献したいと

思うか」を尋ねた項目では、「たいへん思う」137 名、「思う」59 名、「あまり思わない」9 名、

「思わない」2 名という結果であった。(資料 7) 
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アンケート調査と並行して、特に理系分野で活躍をしていると考えられる卒業生 20 数名を選ん

で、インタビュー調査を行った。その中から 20 名と 1 団体を選んで、卒業生の活躍を伝える冊子

「立命館高等学校 SSH Beyond Borders」を作成した。20 名と 1 団体の内訳は、 

大学教員       2 名 

理化学研究所研究員  1 名 

ロボットクリエーター 1 名 

公務員        2 名 

中高教員       1 名 

企業研究員      6 名 

医師         1 名 

大学院博士課程院生  2 名 

大学生        4 名＋1 団体 

である。1 団体は、高校時代に SSH で学んだ科学技術プレゼンテーションの力をさらに伸ばすこと

と、それを立命館大学の学生や広く社会へ普及させることを目的に、立命館大学内に作られたサー

クル STEP（Science & Technology English Presentation）である。 

 

インタビューの中で、高校時代の JSSF や海外研修、数学、理科、英語等の授業、数学セミナー

等の取組や発表活動が現在の活躍につながっていると多くの卒業生が述べている。以下は、その中

の一部である。 

・高校時代の勉強で現在に活かされているものを考える時、つくづく思うのは発表力ですね。プレゼンテ

ーション能力。 

・国を背負うっている気持ちも大切です。正直、その時は「ふーん」ぐらいにしか思ってなかったんですけ

ど、今となると、その意識を教えてもらっていたことが全然違うと思います。 

・論理的思考力。仮説を持って、それに対して検証するとか、仮説を持って、正解が出るまでやり抜く力

みたいなものは、研究であったり、他の教科であったり、立命館高校のカリキュラムならではのところで

養われていたと思います。 

・世界のことをもっと知りたいという大きなベースを作ってもらえたのが SSHの活動だったと思います。 

・高校時代に得たもので、今も役立っているものは、「質問する力」です。質問しようという意識を常に持

って人の話を聞くことで、相手の発言内容への理解は大きく変わってきます。 

 

また、以下のように、国際的な活躍や世界の人々のために貢献したいという高い意欲を感じるも

のが多かった。 

・僕の研究が世の中の役に立ってるものだっていうことでフィードバックしていくことを大事にしたいと思っ

ています。 

・自分が研究などで作っているものが、世の中でどんどん役に立っていく、広まっていく、そういうものを

作っていけるっていうのが夢ですね。 

・私に向いている仕事は、目の前の人たちに、その人たちが幸せな生活を送れるためのＩＴサービスを開

発することなのかなって思っています。 

・シンプルに、世の中の役に立ちたいということが、将来の夢です。開発途上国の経済成長に携われるよ

うな仕事を通じ、世の中の役に立てればと思っています。 

・夢は、人の役に立つものを作って、世界に広げたいということです。途上国とかで物作りに困っている

人がいれば、それを助けられる仕事がしたいと思っています。 
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②  研究開発の課題   

4 期 18 年間の SSH 研究開発の中で、大きな成果を得てきたと考えている。とりわけ、「課題研

究の全校体制での実施」「高大連携による科学教育」「科学教育の国際化」等の分野で大きな成果

を得ることが出来た。その中で、以下の点を課題として認識している。 

(1) 国際科学教育の全国的普及 

本校では、第 3 期、第 4 期の 10 年間、国際科学教育に関わって得てきた多くの手段、方法

を普及させることが使命と考えて尽力してきた。一部の学校とは、深い連携の中で、それら

の普及に成功したが、全国的に見ればまだまだ限定的である。第 3 期においては、国際化に

ついての関心がまだ弱かったと感じている。ようやく、多くの学校が国際化へ向かっての取

組を充実させている中で、普及活動が重要であると考える。とりわけ国際共同課題研究の実

践を多くの学校へ広げることが喫緊の課題であると考えている。 

(2) 課題研究のさらなる充実 

SSH 主対象生徒だけに課していた課題研究を、第 4 期に全校へ拡大した。全校体制で実施

することには成功したが、全体をより深い研究へ移行していくことが次の課題である。教育

課程内での課題研究に充てる時間数の増加と科学を広くデザインする能力を低学年からつけ

ていくことが必要と考えている。これらを形にするものとして、立命館版 STEAM 教育を構想

している。 

(3) 高大連携の深化 

一貫教育が充実した学園において、「高大連携」は大きく進展した分野である。しかしな

がら、さらに進化した高大連携を目指さなければならないと考える。とりわけ、課題研究に

関わって、これまでから大学教員の手厚い協力は得ているが、大学教学にとって高校での課

題研究をどのように位置付けるのかを中高大の教員が一緒に議論することが重要である。大

学教員の中で、高校の課題研究への関心が強まっている今が好機である。 

(4) 卒業生の長期追跡 

これまで行ってきた卒業生調査を今後も継続し、長期に追跡することで見えてくる SSH の

成果を明確にしたい。 

 

 今後の研究開発の方向性としては、上記の課題を解決し、さらに充実した科学教育を実践、普及

させることを目的に、第 5 期（先導的改革型）での研究開発を行うことを希望し、以下の研究開発

課題を設定し、応募している。 

 

研究開発課題名： 

科学教育のグローバルデザインと国際共同課題研究の全国普及を目指すシステムづくり 

研究開発課題を推進するために，以下の 4 つの柱を立てて取り組む。 

（Ⅰ）これまでの研究開発で得てきた国際科学教育手法の全国への普及と国際ネットワークの共有 

（Ⅱ）「国際共同課題研究」の普及と、そのための「国際共同課題研究センター」設置へ の取組 

（Ⅲ）中高大連携による課題研究の深化と、課題研究による社会協創意識の醸成 

（Ⅳ）Japan Super Science Fair（JSSF）の継続的開催による、高校生の国際的な発表機会の提供、

ならびに、海外理数教育重点校との協力関係の強化 
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❸実施報告書（本文） 
 

①研究開発の課題 
将来の国際的な科学技術人材を輩出するために、本校の SSH の成果である国際ネットワ

ークを活用し、国際的な科学教育のハブスクールとして、海外トップレベルの理数教育重点

校との教育交流を促進し、高い学力と能動的学習能力、国際感覚とコミュニケーション能力、

使命感と社会への貢献心、問題発見能力および問題解決能力を備えた世界で活躍できる理

数系グローバル人材を育成する。また、その教育システムの成果を調査、分析し、普及させ

る。国内校、海外校、理数系大学・研究所さらにグローバル企業も含めた大きなネットワー

クの中で、日本の科学教育全体を推進させ、世界に貢献できる人材を輩出することを目指す。 
今次 SSH 研究開発では、研究開発課題を 
「国際ネットワークを活用した理数系グローバル人材育成システムの開発」 

と設定し、以下に示す 3 つの仮説を立て、5 項目の研究テーマに沿って進めてきた。 
●仮説 
〔仮説Ⅰ〕Science Fair 等、国際的な科学研究発表会によって、将来の活動に向けての国際

ネットワークが有意義に築かれる。また、これらの国際ネットワークを生かした教育活

動により国際的な視野の拡大、科学への興味関心、社会への貢献意識の向上など、理数

系グローバル人材育成に向けた教育が加速する。 
〔仮説Ⅱ〕国内校、海外校、理数系大学・研究所、さらにグローバル企業も含めたコンソー

シアム型の大きな教育ネットワークの構築とその活用により、科学的創造性とりわけ

問題発見能力の向上や社会的貢献心、世界で活躍する使命感の育成が築かれる。 
〔仮説Ⅲ〕課題研究の英語での発表は、科学コミュニケーション能力の育成に有効であり、

そのための教育手法や指導法の開発は、国際的な視野をもつ理数系人材の育成に有効

である。また、国際的問題につながる科学研究や能動的学習能力を育成することを目指

した授業によって大きな成果を収めることができ、逆に国際的活動によって科学研究

が加速される。 
●研究テーマ 
（Ⅰ）理数系グローバル人材育成のための、国際ネットワークの活用の研究 

本校の持つ国際科学教育ネットワークをより強化し、その活用を積極的に行い、生徒の

視野の拡大や科学への関心、社会への貢献意識を高める。 
（Ⅱ）国内校、海外校、理数系大学・研究所さらにグローバル企業も含めたコンソーシア

ム型の大きな教育ネットワークの構築とその活用に関する研究 

これまで連携を深めてきた国内最先端施設の見学及び現地での実習等を通して、生徒

たちの科学に対する興味・関心の向上を目指した取り組みを実施する。 
（Ⅲ）理科・数学の融合科目等の開発と高大連携を中心とする理数学習の高度化の研究 

  基礎学力を身につけ、目的意識が明確な生徒に対して、より高度で学際的な内容を高校

時代から学習できる機会を設ける。重要な概念や本質的内容の理解により、大学や大学院

での学びのリーダーを担う人材を育成する。 
（Ⅳ）国際舞台で必要な科学コミュニケーション能力の育成のための研究 

将来国際舞台において活躍する科学者としてのコミュニケーション能力の開発を行う。

本校の SSH での学びを通じて、研究発表を英語で堂々と行い、質疑応答までこなす生徒

が増えてきているが、実践をさらに精緻化し、日本全体の実践や応用に役立てる。 
（Ⅴ）高い学力と能動的学習能力を育むための、全校生徒による課題研究の推進とアクテ

ィブラーニング等を中心とする授業改善に向けた研究 

科学への探求心を深め、将来、研究者として活躍するための基盤を作ることを目的に課

題研究活動を重視する。他の授業を含め実践について広く普及していくことに努める。 
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②研究開発の経緯 
(Ⅰ)理数系グローバル人材育成のための、国際ネットワークの活用の研究 

① 海外科学研修 
(1) イギリス SSG 海外科学研究 WS CSIA コース 

4 月 23 日（火）～5 月 8 日（水）高校 3 年 8 名 教員 1 名 派遣 
(2) アメリカ SSG 海外科学研究 WS ハワイコース  

7 月 20 日（土）～30 日（火）高校 3 年 8 名 教員 1 名 派遣 
(3) 「海外プロジェクト探検隊」三菱商事協賛 読売新聞東京本社教育ネットワーク主催   

7 月 22 日（月）～28 日（日）6 泊 7 日 オランダ、イギリス 高校 2 年 1 名 参加 
(4) シンガポール National Junior College 共同研究研修 

7 月 27 日(土)～8 月 5 日(月) 高校 1 年 2 名 高校 2 年 2 名 高校 3 年 1 名 教員 1 名 派遣 
(5) タイ Mahidol Wittayanusorn School 科学研修(共同研究研修含む) 

8 月 13 日（火）～21 日（水）高校 1 年 2 名 高校 2 年 4 名 高校 3 年 2 名 教員 1 名 派遣 
(6) 韓国 Korea Science Academy of KAIST 共同研究研修 

9 月 17 日（火）～22 日（日）高校 3 年 3 名 教員 1 名 派遣 
(7) カナダ SSG 海外科学研究ＷＳ FRC コース 

3 月 4 日（水）～3 月 25 日（水）高校 2 年生 10 名 教員 1 名 派遣 中止 
(8) 韓国 Korea Science Academy of KAIST 科学研修 

3 月 16 日（月）～22 日（日）高校 1 年 5 名 高校 1 年 5 名 教員 1 名 派遣 中止 
② 海外科学研究発表 

(1) シンガポール STEP NUS Sunburst Brain camp 
6 月 8（土）～16 日（日）高校 2 年 3 名 高校 3 年 1 名 教員 1 名 派遣 

(2) 韓国 KSA Science Fair  
6 月 25（火）～30 日（日）高校 2 年 4 名 高校 3 年 2 名 教員 2 名 派遣 

(3) オーストラリア ASMS International Science Fair 2019 
8 月 31 日（土）～9 月 8 日（日）高校 1 年 4 名 高校 2 年 2 名 教員 1 名 派遣 

(4) タイ International Students Science Fair 2020 
1 月 15 日（水）～20 日（月）高校 2 年 5 名 高校 3 年 1 名 教員 1 名 派遣 

③ 海外理数教育重点校受け入れ企画 

(1) タイ Mahidol Wittayanusorn School 科学研修(共同研究研修含む) 
4 月 14 日（日）～25 日（木） 生徒 10 名 教員 2 名 受け入れ 

(2) 韓国 Korea Science Academy of KAIST 科学研修 
7 月 5 日（金）～11 日（木） 生徒 10 名 教員 2 名 受け入れ 

(3) 韓国 Korea Science Academy of KAIST 共同課題研究研修  
7 月 5 日（金）～11 日（木） 生徒 3 名 教員 1 名 受け入れ 

(4) さくらサイエンスプラン 香港 G.T. College  
7 月 15 日（月）～21 日（日） 生徒 10 名 教員 1 名 受け入れ 

(5) シンガポール National Junior College 共同研究研修 
11 月 22 日（金）～26 日（火） 生徒 12 名 教員 2 名 受け入れ 

 
(Ⅱ)国内校、海外校、理数系大学・研究所さらにグローバル企業も含めたコンソーシアム型

の大きな教育ネットワークの構築とその活用に関する研究 

① サイエンスワークショップ、発表会 / ②  企業連携 

(1) 高校 1 年 GJ クラス One Day Workshop 
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6 月 18 日（火） 高校 1 年 44 名 教員 4 名 参加 
（京都府立植物園・京都大学） 

(2) 高校 2 年 SS コース SS Challenge 
6 月 21 日（金） 高校 2 年 108 名 教員 8 名 参加 

核融合科学研究所・京都大学霊長類研究所・SPring-8・奈良先端科学技術大学院大

学・地球環境産業技術研究機構 
(3) 関西グローバル科学研修 

7 月 18 日（木）～20 日（土）高校 2 年 5 名 3 年 5 名 教員 3 名 参加 
立命館高等学校／北淡震災記念公園／大阪大学／海遊館 他 

(4) ソロプチミスト ユース・フォーラム 2019 in 神戸  
7 月 24 日（水）、25（木）高校 3 年 1 名 参加 

(5) 「サイエンスカフェ 2019」公益財団法人 テルモ生命科学復興財団  
7 月 26 日(金)、27 日(土) 高校 2 年生 2 名、教員 1 名 

(6) SSH 生徒研究発表会 8 月 7 日（水）8 日（木）高校 1 年 1 名、2 年 1 名 教員 1 名 参加 
(7) SSH 生徒研究発表会 8 月 8 日（木）高校 2 年、3 年 SSG クラス 教員 3 名 参加 
(8) 立命館大学理工学部課題研究アワード 2 月 22 日（土）理工学部進学予定者 26 名 

 

③ 講演会 

(1) ノーベル賞受賞者フォーラム 4 月 8 日（月）高校 3 年、2 年 SSG クラス 68 名 

(2) 「Building a circular economy society: why and how?」 

9 月 24 日（火）高校 3 年 SSG クラス 37 名 

(3) 「Let us change the way of preparing food」  

10 月 8 日（火）高校 2 年 SSG クラス 30 名 

(4) 「Science is Fun!」11 月 5 日（火）高校 3 年 SS コース 79 名 

(5) 「筋肉を裏切らない」11 月 18 日（月）高校 2 年 SS コース 77 名 

(6) 「身の回りのエネルギーを使って電池無しでセンシング」11 月 25 日（月）、27 日

（水）高校 3 年、高校 2 年 SSG クラス 68 名 

 
(Ⅲ)理科・数学の融合科目等の開発と高大連携を中心とする理数学習の高度化の研究 

(1) 学校設定科目「生命科学」の開発に関して、年間を通じて実施。 

高校 3 年 SS コース 18 名 

(2) 学校設定科目「理系地学Ⅱ」の開発に関して、年間を通じて実施。 

高校 3 年 SS コース 25 名 

(3) 数学セミナー 7 月 13 日（土）～14 日(日）高校 3 年 1 名、2 年 6 名、1 年 3 名 

(4) 生命科学部ワークショップ 7 月 17 日（水）高校 2 年生 3 名 高校 3 年生 3 名参加 

応用化学科「物理化学を基盤として、光エネルギーを最大限活用したこれまでにない 

機能性材料を創出する」 

生物工学科「生体内における酸化還元制御と物質代謝の解析」 

生命情報学科「実験進化学的アプローチで光合成系の成り立ちを解き明かす」 

生命医科学科「体細胞初期化および幹細胞分化の分子機構とその再生医学への応用」 

(5) SR センター高校生実習 7 月 18 日（木）〜20 日（土） 高校 2 年 4 名 教員 2 名 
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(Ⅳ)国際舞台で必要な科学コミュニケーション能力の育成のための研究 

(1) 英語による科学コミュニケーション能力の育成 

「英語 2A」「サイエンスイングリッシュⅠ」「英語 3A」「サイエンスイングリッシュⅡ」 

において年間を通して研究   高校 2 年 3 年 SSG クラス 68 名 

 
(Ⅴ)高い学力と能動的学習能力を育むための全校生徒による課題研究の推進とアクティブ

ラーニング等を中心とする授業改善に向けた研究 

(1) 課題研究 高校 2 年、3 年の「課題研究」を中心に年間を通して研究 

高校 2 年 3 年 SS コース 224 名 

   なお、SSG クラスの生徒を中心に、課題研究の高度化を課外にて実施 

                         高校 2 年 3 年 SSG クラス 68 名 

(2) アクティブラーニング等を中心とする授業改善に向けた研究 

  全校的に年間を通して実施 

 
○その他の取り組み 

(1) 運営指導委員会 

   11 月 4 日（月）  第 1 回運営指導委員会 

3 月 9 日（月）  第 2 回運営指導委員会 中止 

(2) 先進校視察 

   6 月 22 日（土）   ノートルダム清心学園 清心中学校・清心女子高等学校 
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③研究開発の内容 
(Ⅰ)理数系グローバル人材育成のための、国際ネットワークの活用の研究 

本校の持つ国際科学教育ネットワークをより強化し、その活用を積極的に行い、生徒の視

野の拡大や科学への関心、社会への貢献意識を高める。 

仮説 

〔仮説Ⅰ〕Science Fair 等、国際的な科学研究発表会によって、将来の活動に向けての国際

ネットワークが有意義に築かれる。また、これらの国際ネットワークを生かした教育活

動により国際的な視野の拡大、科学への興味関心、社会への貢献意識の向上など、理数

系グローバル人材育成に向けた教育が加速する。 

研究内容・方法・検証 

●教育課程編成上の位置付け 

 課外の取り組みとして実施。ただし、海外での研究発表は「課題研究」の成果発表であり、

海外校の受け入れ時には「サイエンスイングリッシュⅠ、Ⅱ」の授業時間を利用している。 

●研究内容 

科学教育の国際化と国際ネットワークの構築に関しては、本校の SSH 研究開発の中で最

も成果をあげてきた分野である。10 カ国・地域 14 校の海外理数教育重点校との間で教育交

流提携を締結し、これらの交流校を中心として、毎年 10 数回の海外派遣事業や数回の受け

入れ事業による科学教育交流を行ってきた。ただし、今年度末に実施予定であったいくつか

の研修については、新型コロナウィルス感染拡大防止による休校措置のため、実施を中止す

ることとなった。今次研究開発においては、このような国際科学教育ネットワークがさらに

強化されることを目的としてきたことが特徴である。 

科学研修や海外のサイエンス・フェアへの派遣事業、国際共同課題研究等を含め、下記の

ような取組を行った。この内、9 企画（(＊)をつけたもの）について取組内容や成果をまと

め、以下のページで企画ごとに詳細を記述する。 

 
［1］海外科学研修 

(1) 海外科学研究ワークショップ アメリカ Hawaii コース (＊) 
(2) 海外科学研究ワークショップ イギリス CSIA コース 
(3) 海外プロジェクト探検隊 

［2］海外サイエンス・フェア 

(1) STEP NUS Sunburst Brain Camp 2019   (＊) 

(2) KSA Science Fair       (＊) 

(3) ASMS International Science Fair 2019   (＊) 

(4) International Students Science Fair 2020   (＊) 

［3］国際ネットワーク 

(1) International Science Schools Network   (＊) 

［4］国際共同課題研究 

(1) 韓国 Korea Science Academy of KAIST との共同課題研究 (＊) 

(2) タイ Mahidol Wittayanusorn School との共同課題研究 (＊) 

(3) シンガポール National Junior College との共同課題研究 (＊) 
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●手段、方法 

 海外研修の企画、準備方法の検討、課題研究の国際共同による進化、受け入れ企画の工夫 

●成果 

海外科学研究 WS として充実した研修の継続に加え、三菱商事協賛・読売新聞東京本社

教育ネットワーク主催「海外プロジェクト探検隊」へ応募した本校生徒が選考を受け、オラ

ンダ、イギリスへ派遣された。SSH 第 3 期、第 4 期であったこの 10 年間ほどの期間は、

科学研修としての海外派遣について、年間を通して 10 数回行ってきている。そのような中

で近年は、単に海外の理数教育重点校を訪問して一部授業に参加することや、研究発表によ

る科学交流、科学施設の見学等の研修はほとんどなくなり、共同研究等の明確な目標を持っ

ての研修派遣が主流になってきた。そのような中で海外科学研究ワークショップという名

称でいくつかの研修を 2005 年度から継続して実施している。この研修では、本校の交流校

において、事前に設定したミニ研究テーマを調査、解決することが課されていることに加え、

3 週間の間、実際の授業に参加するコースや、ハワイの大自然の中で宇宙、火山、海洋等に

ついて学ぶコース等、ユニークな体験が出来る。 
 また、海外サイエンス・フェアでは、KSA Science Fair における Excellent Presentation 
Award、STEP NUS Sunburst Brain Camp における論文 1 位、プレゼンテーション発表 3
位等の評価を受けることが出来た。海外で有名な理数教育重点校はそれぞれのサイエンス・

フェアを開催することが多くなっており、本校で継続して開催を続けている Japan Super 
Science Fair（JSSF）への参加とあわせて、お互いの学校のサイエンス・フェアへ生徒を送

る交換交流が主流となってきている。 
 海外理数教育重点校とのネットワーク構築に努力をしてきた。立命館高校が中心となっ

て組織してきた International Science Schools Network（ISSN）において、存在感のある

立場で多くの学校からの信頼を得ており、ISSN の運営委員会の副委員長を務めることとな

った。 
 国際共同課題研究の取組については、韓国 Korea Science Academy of KAIST やタイの

Mahidol Wittayanusorn School 等の世界トップクラスの学校との共同研究が安定して継続

出来ている。天文分野の研究では国立天文台の先生にアドバイスをいただいたり、植物分野

の研究では理化学研究所の先生にアドバイスをいただいたりと、共同研究に関わって国内

でのネットワークも広がっている。 
 今年度実施した卒業生調査においても、これらの取組の成果と考えられる結果が多く出

ている。SSH 主対象生徒として取り組みに参加した卒業生 15 学年 430 名に対してアンケ

ート調査を実施した（回収率はおよそ 50%）。高校時代の海外研修について尋ねた結果では、

4 件法での調査に対して、最も高い評価である「たいへん有益でった」とする回答が 84%、

つづく「有益だった」とする回答が 13%で、合わせると 97%が肯定的回答をしている。大

学で中長期の留学をした卒業生や、現在、国際的な関わりの中で仕事をしている卒業生もた

いへん多い傾向である。また、「将来、人のために貢献したいと思うか」を尋ねた項目では、

「たいへん思う」63%、「思う」29%であったこと等からも、取組の有用性が評価できる。 

 

●成果検証に用いた方法 

 参加生徒のジャーナル（ポートフォリオ）、感想、アンケート調査等 
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[1] 海外科学研修 

(1) 海外科学研究ワークショップ アメリカ Hawaii コース  

【日  時】 2019 年 7 月 21 日〜7 月 31 日 

【場  所】 アメリカ ハワイ州  Kalani High School（オアフ島ホノルル） 

Waiakea High School（ハワイ島ヒロ） 

【参加生徒】 8 名（高校 3 年生 8 名） 

【研修目的】 

 参加生徒はあらかじめ日本での事前研修に基づき、ハワイのフィールドに関連するリサ

ーチトピックを考えている。溶岩や天文学、エネルギー問題など個々の興味に合わせたトピ

ックについて、現地のフィールドワークでしか得られない情報などを調査したり、現地の

方々にインタビューしたりしながら取り組む。実際に溶岩にふれたり、天体観察をしたり、

現地の方々と交流することにより、単なる知識でなく、体験を伴った学びとする。 

【研修内容】 

期間中の前半はオアフ島の Kalani 高校の生徒宅でホームステイをしながら研修を行っ

た。Kalani の生徒とともに、Kalani で盛んな工作の技術について学んだり、平和学習をし

た。また、自家発電や自給自足で暮らしている Reppun Farm を訪れてエネルギー問題や現

代社会の生活とサイエンスのつながりについて学んだ。 

25 日にハワイ島のヒロへ移動し、Waiakea 高校の生徒の家庭へのホームステイでお世

話になりながら、Waiakea 高校の生徒とともにフィールドワークを行った。ハワイ島では

昨年にキラウエア火山の噴火があり、公園へ流れ込んできた溶岩や、火山灰で新しくでき

たブラックサンドビーチを訪れた。新しくできた溶岩や過去の溶岩について観察した。 

【成果（生徒の変容）】 

Reppun Farm では大自然のなかで泥だらけになりながら、「普段自分たちがどれほどの

エネルギーを使っており、自然の恩恵を受けながら生きているかということを感じ取っ

た。サイエンスが守らなければならないことを感じられた。」と感想を述べた。 

Hawaii 島では、昨年度に噴火が起きたところで、と

ころどころまだ水蒸気が上がっている様子や、人が作っ

た建造物が飲み込まれている様子が見ることで、生徒は

火山の脅威と、地球の鼓動を感じていた。また、事前学

習で学んだことを実際に目にし、「習ったことが目の前

に現れると感動が大きい」と歓声を上げていた。 

期間中は TMT（Thirty Meter Telescope）の建設に

反対するデモが活発に行われていた。サイエンスの役

割と住民への理解を得るためにはどうするべきなのか

を、現地の高校生やホストファミリーと話し合ってい

る様子も見られ、平和な世界をつくり、豊かな自然を

守っていくにはどうすべきかを共に考えることで、現

地の高校生とさらに絆を深め、大きく成長した。 
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[2] 海外サイエンス・フェア 

(1) STEP NUS Sunburst Brain Camp 2019 

【日  時】 2019 年 6 月 9 日〜6 月 15 日 

【場  所】 シンガポール国立大学（NUS）、シンガポール 

【参加生徒】 4 名（高校 3 年生 1 名、高校 2 年生 3 名） 

【研修目的】 

 STEP NUS Sunburst Brain Camp 2019 には主に二つの目的がある。一つは高校生が脳

の研究について学び奮起し、脳機能と脳疾患について理解を深めることである。脳の不思議

や脳の仕組みについて科学的な視点から学ぶばかりでなく、脳科学の研究及び関連する

様々な科学技術が社会にとってどれほど意義があり、どれほど貢献しているかの理解も深

め、科学を通して人間社会に貢献しようとする態度を養成することもこの目的に含まれて

いる。もう一つの目的はアジアの国々の高校生との交流と友好を育むことである。各国（シ

ンガポールを除いて 15 カ国）から意識の高い優秀な高校生を選抜し代表チームを招待する

プログラムである。集団作り活動、グループ学習、意見交換、一般的な国際交流に加え、各

国の代表生徒とシンガポールの生徒の合同チームで共同プレゼンテーションを作成、発表

する。実際に国境を越え、同年代の人と協力して新しいものを作り発信する体験を通して、

将来国際的な舞台で他国と力を合わせ活躍できる人間の育成を狙う。 

【研修内容】 

脳機能と脳疾患についての理解を深めるために、いく

つかの専門家による講演、研究施設の見学、脳科学に関

する充実した活動などがあった。専門家の講演は脳科学

の研究者のみならず、脳外科医や脳腫瘍の手術を受けた

人の話もあり、脳科学に関する知識だけではなく、何の

ために研究するかに関する内容もたくさん組み入れられた。研究施設の見学では直接研究

者などから話を聞くこともできた。 

アジアの国々の高校生の交流と友好を育むために、色々な工夫が見られた。例えば、

様々な活動を一緒に行うアクティビティグループ、シンガポール人バディとのカントリー

グループ、研究発表を一緒に行う研究グループなど、メンバーが重複しないように工夫さ

れており、生徒は多くの交流を図ることができた。 

各チームには事前の論文提出とプレゼンテーション発表の課題があった。論文に関して

は指定されたテーマについて何カ月もかけて調査し結果をまとめ提出した。プレゼンテー

ションは現地で研究チームの生徒と協力して 8 人で作り上げ、Camp 期間中に発表した。 

【成果（生徒の変容）】 

今大会において、論文部門 1 位、プレゼンテーション部門 3 位という結果を残して、達

成感を味わい、自信にも繋がり、以前よりも勉強や挑戦に対して前向きになった。また、

生徒の感想文では「常に、何のために研修に参加しているのか、何を学んで帰りたいのか

をしっかりと意識」することの大切さについて書かれており、学びに対する主体性が増し

たと見られる。最初は現地の生徒と一緒にプレゼンテーションをつくることに対して不安

はあったが、この体験を通して海外生と英語で共同研究することに対して自信をもって積

極的に取り組むようになった。 
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(2) KSA Science Fair 

【日  時】 2019 年 6 月 26 日〜6 月 30 日 

【場  所】 Korea Science Academy of KAIST (KSA)、釜山、韓国 

【参加生徒】 5 名（高校 3 年生 2 名、高校 2 年生 3 名） 

【研修目的】 

 韓国の科学教育英才校である KSA が主催する 2 年に 1 度の国際科学フェアである。JSSF

に参加している多くの海外校や国内校が招待されており、研究発表とワークショップをメ

インとしたフェアである。KSA は本校にとって共同課題研究と交換研修を毎年行っている

提携校であり、このフェアは、KSA との交流をさらに深め、生徒たちが海外の科学レベル

を知る重要な機会と位置付けられる。 

【研修内容】 

 開会式の後に、ポスターセッションが行われ、本校からは 2 名が発表を行った。2 時間を

超えるセッションで、他のポスターを見る時間が無いほど聴衆も途切れず、沢山の質疑応答

ができた。翌日、46 テーマの口頭発表が行われた。コメンテーターからの難しい質問に対

しても、英語でしっかりと答えられた。発表後、サイエンスワークショップが行われた。講

義やグループワーク、実験など計 5 時間のプログラムであった。普通の高校が所有してい

ないような機器を使った実験など、KSA ならではの活動ができた。翌日は KAIST を訪問

し、大学での研修が行われた。各分野に分かれて最先端の技術について学んだ。閉会式の前

にサイエンスアクティビティがあり、各グループでコンセプトを決め、レゴで町をつくった。

それらの作品に対して、プレゼンテーションの時間があった。閉会式では、アクティビティ

ーの表彰、ポスター賞などの表彰があり、その後フェアウェルパーティが行われた。 

   
【成果（生徒の変容）】 

研究発表においては、Excellent Presentation Award を受賞することができた。サイエン

スワークショップでは本校生徒の所属するグループが 1 位を受賞した。また、最終日のア

クティビティーにおいては本校生徒 3 人がグループリーダーを担った。研究発表に関して

は発表した生徒は質疑応答を通して、自分の研究への理解をさらに深め、自信を得た。難し

い質問に対しても、粘り強く会話を続け、一定の答えを導き出せた。ワークショップやアク

ティビティーでリーダーシップを発揮でき、周囲の生徒にも良い影響を与えた。今回参加し

た 3 年生の生徒は 2 年次に JSSF を経験しており、参加側とホスト側の両方の経験や、先

輩たちの積極的な姿を見てきたことが大きく影響している。また、生徒たちの交流ネットワ

ークが拡張し、KSA とのつながりを深めることができた。 
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(3) ASMS International Science Fair 2019 

【日  時】 2019 年 8 月 31 日〜9 月 8 日 

【場  所】 Australia Science and Mathematics School オーストラリア、アデレード 

【参加生徒】 6 名（高校 2 年生 2 名、高校 1 年生 4 名） 

【研修目的】  ASMS ISF は、オーストラリアで注目さ

れる科学高校 ASMS が主催する科学フェアである。今

年度のこの科学フェアには 5 カ国から 69 名の生徒と 17

名の教員が参加した。毎年開催されている英語圏の国の

科学フェアは ASMS ISF だけであり、貴重な機会であ

る。下級生にとっても、多くの研究に触れ、今後の研究

活動や英語運用力の向上への意識を高める機会となる。 

【研修内容】   

 ISF の中心的な活動である CBL(Challenge based learning)

では生徒たちが異なるトピックを選択し、それに沿った学習

を 3 日間にわたって行った。トピックの下で 4，5 人の国際チ

ームが協力して活動を行った。「Plastic Oceans」のトピック

では、海の土中にどれだけのプラスチックが含まれているか

を顕微鏡で観察したり、市場に行きプラスチック容器を使わ

ずに買い物をして昼食を作ったりした。また、「Changing 

Waterways」では学校付近の川で川水を採取し、どのようにして水質汚染を測るかをグル

ープで議論した。どのテーマも身近な問題を扱っており、3 日間の共同学習の最終日には

それぞれのまとめとなる発表会が行われた。また、研究発表では本校からの参加生徒のう

ち 2 名が以下のテーマでポスター発表を行った。 

〇 The inhibitory effect of solutes on ice formation and expansion 

―氷の形成と成長に対する溶質の抑制効果― 

〇 The effects of temperature and various mixing patterns on redox reaction times 

―酸化還元反応の反応時間に対する温度と種々の混合パターンの影響― 

 二人とも英語での研究発表は初めてであったが、多くの海外生・海外の先生方に質問や

アドバイスを受け、今後の研究活動に向かう大きな刺激を受けた。 

【成果（生徒の変容）】 

まだ研究活動が始まっていない１年生にとっては、

先輩の奮闘する姿や海外生の発表などを聞き、自らの

研究やポスター発表を計画する大変よい機会となっ

た。発表した 2 年生にとっては、準備段階から本番で

の発表に至るまでの努力が成果として実り、また質疑

応答において自身の研究に対する新しい視点を持つこ

とができた。数か月後に控える JSSF に向けて発表のスキルを一層高める必要性を感じた

とともに、ASMS のおもてなしを存分に感じ、逆に自分たちがホスト校となる時の難しさ

や大変さを知ることができた。参加者全体としては、自らの研究活動への大きな動機を

得、また海外生との 1 週間の寮生活を通して、国際ネットワークを広げることができた。 
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(4) International Students Science Fair 2020 

【日  時】 2020 年 1 月 15 日〜1 月 20 日 

【場  所】 Kamnoetvidya Science Academy（KVIS）、タイ 

【参加生徒】 6 名（高校 3 年生 1 名、高校 2 年生 4 名、高校 1 年生 1 名） 

【研修目的】  

この国際サイエンスフェア（ISSF）は，立命館高校，Australian Science and 

Mathematics School（オーストラリア），Mahidol Wittayanusorn School（タイ），の 3

校が協定を結んだ SciMath-International を前身とし，世界各国の優秀な理数教育重点校

が集まり，生徒の科学研究の発表を中心に科学交流が行われる。2005 年から始まり、第 4

回を立命館高校で実施した。第 16 回目となる今回はタイの KVIS が幹事校となり，アメ

リカ，イギリス，オランダ、ロシア，タイ，シンガポール，カナダ，マレーシア，韓国な

ど計 18 カ国から本校を含む計 43 校、114 名の高校生が招待されて開催された。 

一年間で最も大きな海外での研究発表舞台として位置付けており、事前の研究発表選考

会の実施や事後の報告会などによって、課題研究活動を行っている本校の多くの生徒たち

にモチベーションと刺激を与えている。期間中は発表だけでなく様々な科学アクティビテ

ィが行われるため、代表参加生徒たちは国際的な舞台で多くのことを学び成長する。 

【研修内容】 

 科学研究発表（口頭発表およびポスターセッション），特別講演，サイエンスアクティビ

ティ，企業見学などのほか，各国の文化交流も行われ，本校生徒は「How to use natural 

zeolite for environmentally friendly purification of contaminated water」というタイトル

で水の浄化に関する研究を発表した。期間中は教員セッションも行われ，各国の科学教育に

向けた取り組みや特色あるカリキュラムなどの交流も行われた。同時開催されていた 100

名ほどのタイ国内外の教員が集う教育シンポジウムで本校が発表を依頼され、「Super 

Science High School in Japan」というタイトルで、日本の SSH に関わる教育を紹介した。 

 

 

 

 

 

 

   
【成果（生徒の変容）】 

 発表した 3 年生の生徒は立派に発表を行い、質疑応答にもすべて自然に受け答えした。

「発表前は猛烈な緊張と不安が襲いましたが、幾千回と重ねてきた過去の発表の中で最高

のパフォーマンスで締めくくることができました。」と述べ、高校時代の課題研究活動の集

大成として自己の成長を実感する大きな機会となった。１、2 年生の生徒は「世界から集ま

ったレベルの高い研究、意見、姿勢に触れて刺激を受け続けた 1 週間でした。」「世界の課題

研究に触れることができたことを生かして今後の課題研究に取り組んでいきたいです。」な

どと述べ刺激を受けるとともに、すべての生徒が、今回さまざまな国の高校生と触れ合い、

積極的に行動することで自分自身が大きく成長できたと実感する、充実した研修となった。 
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[3] 国際ネットワーク 

(1) International Science Schools Network 

 科学教育の国際化を考える際に、断片的な連携や一時的な交流から、組織的な交流へ移行

していくことが重要となる。第 1 段階としては、交流校との間で教育交流協定を締結する

こと、いわゆる姉妹校である。本校では、10 カ国・地域 14 校と協定を締結している。 

 さらに、次の段階としては、複数校間での国際ネットワークの構築である。本校において

は、2004 年に、本校と Australian Science and Mathematics School（オーストラリア），

Mahidol Wittayanusorn School（タイ）の 3 校間で SciMath-International というネット

ワークの提携を行った。それを母体に、各校が順番に開催する国際サイエンス・フェアを立

ち上げ、2005 年から International Students Science Fair（ISSF）を順次開催することと

なった。その輪に多くの国から理数教育重点校が参画し、ISSF は今年で 16 回の開催を重

ねた。2014 年に開催されたモスクワでの ISSF において、その参加校間のネットワークと

して、International Science Schools Network（ISSN）を立ち上げることとなった。最先

端の科学教育を促進する機能を持つことを目的としての立ち上げであった。 

・科学の重要な世界的問題を理解する生徒の成長を促す。 

・グローバルな科学協力による社会的課題への対応を生徒に促す。 

・科学を意図的かつ倫理的な方法で使用できる若い科学者のコミュニティを構築する。 

・若い世代に世界の未来の科学リーダーになる準備を行う。 

・若い科学者を世界中の優秀な科学研究者や実務家と結びつける。 

・包括的な STEM 教育を促進する。 

等をミッションとしている。 

 ISSN は私的な集まりからスタートしたネットワークではあるが、そこに集まる学校は、

間違いなく世界のトップ科学校である。この ISSN において、本校は設立時から存在感を持

って関わってきた。ISSN の運営の中心は、以下の 12 校による運営委員会である。いずれ

も ISSF の過去開催校である。 

Australian Science and Mathematics School（オーストラリア） 

John Monash Science School（オーストラリア） 

Fort Richmond Collegiate（カナダ） 

立命館高等学校（日本） 

Korea Science Academy of KAIST（韓国） 

Moscow South-Eastern School named after V. I. Chuikov（ロシア） 

Kamnoetvidya Science Academy（タイ） 

Mahidol Wittayanusorn School（タイ） 

National Junior College（シンガポール） 

NUS High School of Mathematics and Science（シンガポール） 

Camborne Science & International Academy（UK） 

Illinois Mathematics and Science Academy（USA） 

 今年、タイで開催された ISSF において、今年から 5 年間の役員が決められ、委員長はオ

ーストラリア John Monash Science School の校長、立命館の校長が副委員長を務めること

になった。 
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[4] 国際共同課題研究 

(1) 韓国 Korea Science Academy of KAIST との共同研究 

「大気の厚さによる太陽スペクトルへの影響」 

【相手校】Korea Science Academy of KAIST (韓国) 

【本校参加生徒】3 名（3 年生） 

【研究テーマ】 

太陽光や月の光を使った大気のマイクロダスト（PM2.5 など）の計測 

（韓国との国際共同課題研究では両校が天文台を持っていることもあり、「天文」をテー

マに毎年行っており、今年度で 4 年目を迎える。研究テーマは、毎年生徒たちがディスカ

ッションで決めている。） 

【研究内容】 

従来の大気汚染の計測器では、その周辺のごく狭い範

囲での観測しかできない。そこで、太陽光や月の光を測

り、そのデータから大気汚染の度合いを知ることによ

り、広い範囲での大気の汚染状態が調べられるようにな

ることが目的である。 

この研究では分光器を使用し、太陽光のうち可視光の

400 nm〜750 nm の波長に焦点をあてた。各分子は特定

の光を吸収または放出する傾向があり、地球の大気を通過した太陽の吸収スペクトルの暗

線のことをフラウンフォーファー線と呼ぶ。それぞれの線が、太陽の上層に存在する様々な

元素や、地球の大気中の酸素などによって吸収されたスペクトルであり、解析にはフラウン

フォーファー線を用いた。また空気中で光を吸収している物質の量を分析するために、等価

幅を用いた。等価幅とはグラフのへこんでいる部分の面積を深さで割ったものである。等価

幅が異なる場合、それは異なる物質もしくは異なる量の物質が空気中にあるといえる。日本

や韓国で様々な高度の太陽や月を観察することにより、地球の空気の厚さによるスペクト

ルの変化を観察し、大気汚染の原因となる成分の特定を目指す。 

 
【年間の取り組み】 

6 月 Skype や LINE でのディスカッションを開始 

7 月 5 日～11 日の 7 日間  KSA チーム来校、立命館高等学校での研究合宿 

8 月 Skype や LINE でディスカッションをしなが 

らそれぞれの国で観測を継続 

9 月 14 日  国立天文台の準教授による事前学習 

       3 時間にわたるレクチャーと質疑応答 

９月 18 日～22 日   立命館チーム派遣 

韓国での研究合宿 

10 月 JSSF に向けてスライドとポスターの作成 

11 月 Japan Super Science Fair 2019 での口頭発 

表、ポスター発表 
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【成果（生徒の変容）】 

7 月 5 日～11 日 立命館高等学校での研究合宿 

テーマを決めるために活発なディスカッションと、細かな計測方法やデータ処理の確認

を行った。これまではインターネットを介しての話し合いのみであったが、実際に顔を合

わせて時間をかけて話し合ったり、ともに作業したりすることで、相互理解や研究に対す

る知識を深めることができた。生徒の感想では、「研究を通して交流を深めることができ

ました。また同時に、英語で意見を明確に伝え合う難しさも実感しました。」「この共同研

究を行うことによって私たちのような若い世代でよりよい日韓の交友関係を築いていきた

いと考えています。」とあり、研究に対するモチベーションを大きく高めた。 

 
9 月 14 日  国立天文台の準教授による韓国研修事前学習 

生徒たちは持っていた疑問を解決したり、新たな課題に直面したりすることで、科学の

奥深さと面白さに触れることができ、研究の進度や、生徒ののめりこみ具合に大きな影響

を与えた。さらにこの研修で得たことを韓国の生徒とも共有することで、研究のレベルを

数段上げることができ、非常に有効な事前学習であった。 

 
9 月 18 日～22 日   韓国での研究合宿 

実際に観測データに数値が現れると、歓声をあげて喜び、ディスカッションでは生徒主

体で活発な話し合いを進めることができた。この活発な議論は 

・7 月の立命館での合宿以降盛んになった日常的なコミュニケーション 

・専門家との事前学習によって知識が深まったことによる自信 

・英語の専門書や論文を読むことによる専門用語などへの順応 

によるものと考える。生徒は「何回も議論を重ねていくうちに自分たち６人の間に絆も生ま

れ、良いチームワークを発揮できた」「研究が進むにつれて、意見をしっかり伝えたいと強

く思うようになった」「合宿では、お互いの気が済むまで議論をすることができた。」と述

べた。 

 
全体を通して 

生徒は文化や言語、学校環境の違いなどにより、日本人のみのチームで研究するより、国

際共同課題研究が難しいことを実感していた。しかし、その分お互いのアイディアの違いな

どを楽しみながら課題研究を進めることができた。「何よりも難しかったことは、英語で相

手に自分の意見を伝えることです。言いたいことがうまく言えないことはもどかしかった

けど、伝わったときの嬉しさは大きかったです。」と、専門的な内容を議論することの難し

さと、その楽しさを実感していた。また、課題研究を通して深い絆を築くことができ、「こ

の経験を今後の人生に生かしていけたらと思います」と、将来ともによりよい世界をつくっ

ていくための同世代の仲間を得ることができた。 
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(2) タイ Mahidol Wittayanusorn School との共同研究 

「タイと日本の茶に含まれる抗酸化物質の比較」 

【参加校】   Mahidol Wittayanusorn School (タイ) 2 年生 ３名 

立命館高等学校     2 年生 ３名 

【研究テーマ】 Comparison of antioxidants in Thai and Japanese Teas 

タイと日本の茶に含まれる抗酸化物質の比較 

【研究内容】 

「日本とタイの茶葉の抗酸化作用の違いを種々の分析により、明らかにする」というのが

研究テーマである。MWIT の生徒と共同研究を行い、MWIT の生徒はウーロン茶を、立命

館の生徒は紅茶、ほうじ茶、緑茶の抗酸化作用を調べることとなった。茶の抗酸化作用はあ

る程度知られたテーマではあったが、互いの国で栽培されるお茶にどのような違いがある

のか、またそれがどのように人間にとって有用であるかを定量的・定性的に分析を進め一定

の結果を得ることができた。 

 
【年間活動内容】 

共同活動１   日時：4 月 14 日～25 日 

 MWIT の 10 名（うち共同研究参加生徒 3 名）、引率教員 1 名が立

命館に来校期間中に、本校生徒 3 名と担当教員 2 名とで実際の実験

の方針などについて話し合った。また、両校の生徒がともに実験を

行い、MWIT が考えている実験方法や手順などを立命館の生徒が教

えてもらう機会となった。 

共同活動 2   日時：8 月 13 日～8 月 21 日 

 生徒 8 名（うち共同研究参加生徒 3 名）、引率教員 1 名が MWIT の研修に参加した。約

10 日間の研修において、放課後を共同研究の時間にあてた。研究について話し合ったり、

実際に研究をしてみたりと多くのことを経験することができた。特に、本校生徒は実験の方

法が３つもあったため、時間が少なかったが、どうにか全てを終わらせることができた。こ

の研修では、4 月以降の SNS で行われていた文字を介してのコミュニケーションではなく、

お互い面と向かっての会話が増えたことにより、実験の中身を深めることができ、発表まで

お互いのモチベーション向上にもつながった。 

＜研修スケジュール＞ 

日時 研修内容 

4 月 14～25 日 MWIT の科学研修受け入れ 

今後の実験方針などの共有、実験操作の確認 

6 月 関連論文の精読、予備実験 

7 月 実験の本格的な始動 

MWIT とは LINE グループにて状況共有 

8 月 13～21 日 MWIT 科学研修 

1 週間の滞在期間中に、実験方法や進捗状況の確認を行った。 

9 月～11 月 実験期間 

日本茶を用いた実験を進めた。 
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11 月 2 日 JSSF2019 発表に向けての打合せ 

互いに作成したポスター・プレゼン内容の確認 

11 月 3 日 JSSF2019 発表 

 
共同活動 3   日時：11 月 2 日 会場：立命館大学びわこ・くさつキャンパス 

JSSF2019 開始前日に合同研究発表の PPT 作成と各パートでどのような内容を話すのか

の原稿作りを行った。詳細が決められていなかったことに関して、この部分で多くの時間

を費やした。はじめはお互いに緊張しており、積極的に話せなかった印象もあったが、プ

レゼン練習が始まり、打ち解けることができた。細かい部分に関して上手く伝わらない時

もあったが、明るい雰囲気で、全体的には順調に進められていた。 

JSSF での発表   日時：11 月 3 日 会場：立命館中学校・高等学校 

発表当日の朝も生徒達みな大変緊張していたが、お互いが励ましあいながら、本番では

立派に発表することができた。 

 
【成果（生徒の変容）】 

今まであまり積極的に海外交流をしたことが

なかった生徒達であったが、この共同研究の話

をきいて一歩踏み出してみようと決意したとこ

ろから成長が始まったように感じる。はじめ

は、英語で実験を理解できるかということを心

配していたが、相手校の生徒と一緒に理解を深

めていく中で仲良くなることもでき、JSSF の

発表では笑顔で終わることができた。4 月に初

めて出会い、その後、日々実験に取り組んで迎

えた 8 月。現地に行き、実験の方法や結果などをシェアしてもう一度実験に取り組み、よ

り一層、実験意欲と良い意味での焦りが生まれ、11 月には JSSF で合同でのポスター発表

と口頭発表を行うことができた。問題点をあげるとするならば、もっと密に連絡を取り合

うことができていればよりスムーズに JSSF までの準備が進められたことであると思う。

これは今後の課題として彼女たちが成長する１つの要因となるだろう。共同研究に参加す

るということで通常では経験できない機会を得ることができ、とても良い経験になったの

ではないだろうか。 

 
【生徒の感想から】 

・たくさんの実験を主にタイに行く夏休みまでと、JSSF が開催されるまでの二回に分け

て重点的にやってきて、大変なことも多かったけれど発表後の達成感はすごかった。（高 2

生徒） 

・JSSF で発表するために実験を何度も重ね、タイの生徒とたくさん話し合って、発表の

練習をしたことで、この研究をしていて良かったと強く思えたし、大きく成長できたと思

う。（高 2 生徒） 
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(3) シンガポール National Junior College との共同研究 

「ヒートアイランド」「生物による水質浄化」 

【相手校】   National Junior College (NJC) 

【本校参加生徒】高校 1 年生 2 名、2 年生 2 名、3 年生 1 名 計 5 名 

【研究テーマ】 ヒートアイランド、 生物による水質浄化 

【研究内容】 

 「ヒートアイランド」では、植物の蒸散による気温の低下について注目し、都市内での緑

化植物の分布と気温低下との関係について研究を行った。一定の面積の地表に占める植物

と地面の割合によって、温度を低減させる効果がどの程度あるのかを検証する。植物にはア

ブラナを用い、地面は舗装を想定したアルミ箔を用いた。 

 「生物による水質浄化」では、上下水道設備が不十分な発展途上国で安全な水を安価に手

に入れるために水の浄化方法を開発する目的で、納豆による水浄化の効果を検証する。モデ

ルとしてバングラディッシュの河川に注目し、その河川水に含まれる重金属として鉛を想

定し、納豆に含まれるポリグルタミン酸(PGA)および納豆菌の鉛除去効果を調査した。 

【年間の取り組み】 

〔共同課題研究の流れ〕 

立命館高校と NJC から 1 本ずつテーマと主指導教員を出し合い、計 2 本のテーマにつ

いてそれぞれ両校から 2、3 名の生徒が参加してチームを作り共同で研究を行う。 

なお、立命館慶祥高校（北海道）と NJC との間でも同様の共同課題研究を行う。 

NJC への訪問は立命館高校と立命館慶祥高校が時期を合わせて 9 日間行い、NJC から

の受入では期間を訪問時の 1/2（4.5 日）にして立命館高校と立命館慶祥高校が各々ホスト

を務め連続した日程で NJC との共同課題研究を行う。 

5 月 参加者募集 

6～7 月 参加者決定、事前指導（6/14,20,7/8,18,22） 

      NJC との Skype ミーティング（7/12） 

7 月 NJC 訪問研修（7/27～8/5） 

8～11 月 国内にて研究、事後指導（8/29,9/18,10/2,23,11/13,20） 

11 月 NJC 受入研修（11/22～26） 

〔相互交流〕 

NJC 訪問研修： 7 月 27 日(土)～ 8 月 5 日(月)  シンガポールの NJC で共同課題研究 
月日 800  900  1000  1100  1200  1300  1400  1500  1600  1700  宿泊 

7/27
（土）                                       機中泊 

7/28
（日） 

 0440 チャンギ空港 着 
 0700 チャンギ空港 発 

ホームステイ先 ホームステイ 

7/29
（月） 

Opening 
Ceremony 

校内見学 共同研究 昼食 共同研究 
休
憩 

共同研究 ホームステイ 

7/30
（火） 共同研究 休憩 共同研究 昼食 共同研究 移動 

研修 (Singapore Science 

Center) 
ホームステイ 

7/31
（水） 共同研究 休憩 共同研究 昼食 共同研究 

休
憩 

課外活動 ホームステイ 

テーマ（チーム） 立命館 NJC 主指導教員 

ヒートアイランド 2 名 3 名 立命館教員 

生物による水質浄化 3 名 3 名 NJC 教員 
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8/1 
（木） 共同研究 休憩 共同研究 昼食 共同研究 

休
憩 

共同研究 ホームステイ 

8/2 
（金） 共同研究 休憩 共同研究 昼食 共同研究 移動 

研修 (Lee Kong Chian 

National History Museum) 
ホームステイ 

8/3 
（土） 共同研究 休憩 共同研究 ホームステイ先 ホームステイ 

8/4 
（日） 準備 

研修（Gardens by 
the Bay） 

ホームステイ先 ホームステイ 

8/5 
（月） 研究発表 

休
憩 

Closing 
ceremony 

準
備 

11:30 NJC 発 
12:00 チャンギ空港 着 

13:55 チャンギ国際空港発 

NJC 受入研修：11 月 22 日(金)～11 月 26 日(火)  日本の立命館高校で共同課題研究 
月日 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 

11/22 
（金）

〔シンガポールからの移動〕 昼食 開会式 共同研究 
学校 
紹介 

 

11/23 
（土）

    共同研究 昼食 校外研修 夕食 京都市内見学 
天体 
観測 

11/24 
（日）

    共同研究 昼食 共同研究 夕食 
発表 
準備 

研究発表会 

11/25 
（月）

移動 
研究室訪問 

（立命館大学） 
昼食 授業〔京都市内見学〕  

11/26 
（火）

閉会式 〔北海道へ移動〕                            〔 〕NJC のみの動き  

 
【成果（生徒の変容）】 

参加生徒のアンケートの感想から、参加前後の意識の変容を探る。自由記述の部分から、

以下のような生徒の意識の変容を読み取ることができる。（複数回答あり） 

〔参加にあたっての目標〕 

・英語によるコミュニケーション力を高めたい。5 名 

・異文化の人との意見交流をしたい。1 名 

・研究による社会貢献を果たしたい。1 名 

〔参加にあたって不安なこと〕 

・自分自身の英語力が不足していないか。4 名 

・研究等の共同活動の足を引っ張らないか。3 名 

・ホストファミリーと仲良くできるか。1 名 

〔参加後の感想〕 

・英語でのコミュニケーションが取れた。5 名 

・英語の習得への意欲が高まった。4 名 

・取り組んだ研究テーマへの関心が高まった。2 名 

・今後、この研究を発展的に継続したい。2 チーム （チーム単位のアンケート） 

参加前の目標や不安を見ると、生徒の参加動機は、課題研究のテーマに強い関心があると

いうよりは、国際交流に関心があることが読み取れる。そして、実施後の感想から、国際共

同課題研究に取り組む中でその分野への関心を高めていることが窺える。これは国際共同

課題研究の大きな特性ととらえることができる。 

海外の生徒と共通の課題について共同して科学的に解決を図る目標を設定することで、

外国語を使用すること、異文化同年代と対等に議論することができ、生徒の国際性と科学力

を育てることにつながっているといえる。 
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(Ⅱ)国内校、海外校、理数系大学・研究所さらにグローバル企業も含めたコンソーシアム型

の大きな教育ネットワークの構築とその活用に関する研究 

これまで連携を深めてきた国内最先端施設の見学及び現地での実習等を通して、生徒た

ちの科学に対する興味・関心の向上を目指した取り組みを実施する。 

仮説 

〔仮説Ⅱ〕国内校、海外校、理数系大学・研究所、さらにグローバル企業も含めたコンソー

シアム型の大きな教育ネットワークの構築とその活用により、科学的創造性とりわけ

問題発見能力の向上や社会的貢献心、世界で活躍する使命感の育成が築かれる。 

研究内容・方法・検証 

●教育課程編成上の位置付け 

 課外の取り組みとして実施。ただし、課題研究アワードでの研究発表は「課題研究」の成

果発表にあたる。 

●研究内容 

これまでの連携を基礎に、さらに内容を強化、充実するよう検討し、下記のような取組を

行った。この内、4 企画（(＊) をつけたもの）について取組内容や成果をまとめ、以下のペ

ージで企画ごとに詳細を記述する。 

〔1〕サイエンスワークショップ、発表会、企業連携 

(1) 高校 1 年 GJ クラス One Day Workshop    (＊) 
(2) 高校 2 年 SS コース SS Challenge    (＊) 
(3) 関西グローバル科学研修     (＊) 
(4) 立命館大学理工学部・附属校交流企画「課題研究アワード」 (＊) 
(5) ソロプチミスト ユース・フォーラム 2019 in 神戸 
(6) サイエンスカフェ 2019 
(7) SSH 生徒研究発表会 

〔2〕講演会 

(1) ノーベル賞受賞者フォーラム 

(2) 講演「Building a circular economy society: why and how?」 

(3) 講演「Let us change the way of preparing food」 

(4) 講演「Science is Fun!」 

(5) 講演「筋肉を裏切らない」 

(6) 講演「身の回りのエネルギーを使って電池無しでセンシング」 

 

●手段、方法 

 連携先の開拓による教育ネットワークの拡大、連携企画の内容の工夫等 

●成果 

 国内においても、多くの大学、企業、団体等とのネットワークを拡大出来た。One Day 

Workshop、SS Challenge も充実した内容で実施した。関西グローバル科学研修は、さくら

サイエンスプランで招致した香港 G.T. College の生徒との研修であった。立命館大学 R-

GIRO（グローバル・イノベーション研究機構）の支援による講演会を 4 回実施出来た。 

●成果検証に用いた方法 

 国内ネットワークの拡大状況、各種研修に参加した生徒へのアンケート調査、感想文等 
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[1]サイエンスワークショップ、発表会、企業連携 

(1) 高校 1 年 GJ クラス One Day Fieldwork 

【日  時】 2019 年 6 月 18 日 

【参加生徒】 44 名（高校 1 年生） 

【場  所】 京都府立植物園、京都大学工学研究科（桂キャンパス） 

【研修目的】  

最先端の科学研究に触れることで、科学についての興味関心を高め、2 年生から始める課

題研究への意識を高める。高校 2 年次のコース選択や大学以降の進路選択についての考え

を深め、生徒が自信をもって選択できるようになる。 

【研修内容】 

 事前学習として本校教諭から研修内容の説明と簡単な講義

を行った。その後生徒が各自で深めたいところを調べ、質問

を用意した。教員はその内容に適宜助言した。 

当日の午前中は京都府立植物園を訪れ、生徒は２つのグル

ープに分かれた。京都府立大学の教授の案内のもと、植物園

内の様々な植物の特徴とその仕組み等について説明を聞くこ

とができた。説明を受けながら、生徒はワークシートに新し

く学んだ内容を書いたり、植物のスケッチを描いたりした。温室の中も見学し、幅広い種類

の植物に触れることが出来た。質疑応答の時間もあり、植物についてさらに詳しく知りたい

生徒は直接専門家に話を聴くことが出来、理解を深めることができた。 

 午後は京都大学桂キャンパスにある工学研究科を訪問した。

初めに大学教授と大学院生（海外出身の大学院生も含む）に

よる研究内容や施設の紹介を受け、その後２つのグループに

分かれ、地下にある構造実験室に移動して施設の見学を行っ

た。大学教授の説明を受け実際の大きな実験器具を見学し、

柱の構造や橋の構造がどのように研究されているかを自分の

目で見て、質問が多く出た。また、高校で習う理科と数学の

大切さ、研究においての重要性についても話を聴くことが出来た。 

事後学習として、少人数の班で学習内容等をまとめ、別の（社会系の）フィールドワーク

に参加していた生徒を聴衆として報告、発表した。 

【成果（生徒の変容）】 

実際の研究者の方から直接話を聞くことで、科学と研究活

動に対する興味関心が高まった。また、教科書やテレビでし

か見たことないものを自分の目で見ることが出来、高揚感を

得ることも出来た。研究の具体的なイメージを持つことが出

来、本校の学校設定科目である課題研究に対して前向きな姿勢になった。 

「知識が深ければ深いほど、その生物や物体を様々な視点から見ることが出来る」ことを

学んだと生徒が感想文に書いており、深い学びに対する喜びをも得ることが出来た。また、

今後 2 年生、3 年生になったときに学習する理数科目の内容に関しても興味を持ち前向きな

姿勢を示した。 
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(2) 高校 2 年 SS コース SS Challenge 

【日  時】 2019 年 6 月 21 日 

【参加生徒】 108 名（高校 2 年生） 

【場  所】 核融合科学研究所、京都大学霊長類研究所、 

SPring-8、奈良先端科学技術大学院大学、地球環境産業技術研究機構 

【研修目的】 SS コース（理系コース）の生徒全員に、先端科学を学び、最先端の機器を

見学する機会を設け、理系の進路や仕事について考える機会とする。また、例年研修を受け

入れていただいている研究所に加え、今回は新たに地球環境産業技術研究機構にも受け入

れていただき、さらに充実させた。 

【研修内容】 

＜核融合科学研究所＞ 

午前：核融合に関する講義  

午後：施設内の見学。今回は装置以外に、制御室の見学もさせていただいた。実験実習

は 3 つのコース(プラズマと電磁波・プラズマ閉じ込め模擬実験・VR 技術体験)に分か

れ、それぞれ講義や実験、体験を行った。各グループによる発表・質疑応答を行った。  

＜京都大学霊長類研究所＞ 

午前：霊長類（ヒトとサル）の講義を受けた後、霊長類研究所が担っている役割や研究

の意義について学んだ。 

午後：チンパンジーの施設見学し、チンパンジーの習性に合わせた実験方法で、チンパ

ンジーが学習している風景を見学した。 

＜SPring-8＞ 

午前：SPring-8 と SACLA の原理についての講義を受け、研究成果を聞き、SACLA と

SPring-8 の見学を行った。 

午後：研究員による講義を受けた。  

＜奈良先端科学技術大学院大学・地球環境産業技術研究機構＞ 

午前：3 つのグループ（ソフトフェア設計学、RNA 分子医科学、超分子集合体科学）

に分かれ、それぞれ講義と研究室見学を行った。 

  午後：研究員の方から講義を受け、施設の見学を行った。 

【成果（生徒の変容）】 

 事前学習で知りたいことを考えて当日の研修に臨んだことで、各自意義のある研修を行

うことができた。また、事後学習を通して、他の研修での学びを共有することができた。研

究者や研究員の仕事風景や仕事内容（研究内容）を知ることができ、大変有意義な機会とな

った。研修後に本格的に開始する課題研究へのモチベーションにもつながった。 
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(3) 関西グローバル科学研修 

【日  時】 2019 年 7 月 18 日〜7 月 20 日 

【場  所】 立命館高等学校／北淡震災記念公園／大阪大学／海遊館 他 

【参加生徒】 10 名（高校 2 年生 5 名、高校 1 年生 5 名） 

【研修目的】 

 日本の最先端科学技術を海外生徒とともに英語で学ぶ機会として、本校と交流の深い香

港の G.T. College が「日本・アジア青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプラン)」

によって来日することにあわせての実施。将来、国際的な舞台で科学者や技術者として活躍

するための素養を獲得することと、G.T. College との交流をさらに深めることを目的とし

た。 

【研修内容】 

18 日に立命館高校にて顔合わせを行い、19 日に北淡震災記念公園を訪れ、兵庫県南部地

震で出現した野島断層を見学した。特に体験コーナーで兵庫県南部地震と東北地方太平洋

沖地震の揺れの違いを体験し、地震の脅威を感じることができた。事前に地学教員による事

前学習を行っていたため、より学習を深めることができた。20 日には、大阪大学にて講義 

「数学の生物や工学への応用」を受講し、午後は海遊館を訪れた。 

 

 
 
【成果（生徒の変容）】 

関西グローバル科学研修としては 2 泊 3 日の短いものであったが、G.T.College の生徒た

ちは 15 日から本校を訪れて研修を行っており、授業内外での取り組みを経て今回の研修と

なったため、スムーズに行うことができた。 

今回は野島断層を訪れることで、地震の極めて少ない、または地震で被害の出ない香港と

いう地域の高校生と、常に地震の脅威にさらされている日本の高校生同士が「地震」をキー

ワードに科学的な会話を交わすことができた。また、大阪大学での数学の講義では大変難し

い内容ではあったが、みな熱心にメモをとりながら聞き、両国の生徒たちが事後の質問も活

発に行い、お互いに刺激を受けた。 

G.T. College の生徒たちはみな明るく積極的で、本校生徒たちと楽しくコミュニケーショ

ンをとりながら研修に参加した。海外生徒の来日に合わせて本校生徒から希望者を募りこ

のような宿泊を伴う研修を行うことで、学習に関する活動だけでなく日常生活を共にする

ことによるネットワークの広がりを期待できる。短期間での研修ではあったが、最終日まで

に仲を深めることができた。 
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(4) 立命館大学理工学部・附属校交流企画 「課題研究アワード」 

【日  時】2020 年 2 月 22 日 9：15 ～16 ：00 

【場  所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス 

【参加生徒】立命館附属校から理工学部進学予定者が参加 本校からは 3 年生 26 名  

【研修目的】 

立命館のそれぞれの附属校では課題研究に取り組んでいる。その中で、立命館大学理工学

部に進学予定の生徒のうち、各校からの代表者の課題研究を共有することで、探究的学習に

対するモチベーションを高める。また、同じ学問を志す附属校の生徒が大学入学前に集い、

親交を深めることで、入学後の学びのスムーズな発展を目指す。さらに、附属校生、附属校

教員、理工学部教員がアカデミックな繋がりを持つことで、高大での連帯感、一体感を深め、

垣根を超えた教育ネットワークを築く。 

【研修内容】 

  9：30 開会 学部長より挨拶 

9：45～11：00 自己紹介と入学後の将来像などを考えるグループワーク 

11：00～12：00 昼食・休憩 

12：00～14：15 課題研究発表会 

各附属校より2名研究発表（1名10分 発表質疑応答5分 入替2分） 

理工学部教員、附属校教諭、参加学生の審査項目は、 

①オリジナリティ ②倫理性 ③信頼性 ④プレゼンテーション の4項目を 

各5 点満点の計20点満点で点数化する。 

14：30 審査結果発表 

14：50 学科ごとに教員と高校生の懇談会 

15：50 閉会 副学部長より挨拶 

【生徒の変容】 

発表した代表生徒たちは 3 年間をかけた課題研究について、大学教員より専門的な質問

も受けたが、適宜質疑応答することができた。審査をしていた理工学部教員より「高校生と

は思えない卒研生レベルの研究」であると講評された。専門家な内容を理工学部の教員とや

り取りすることで、生徒は自信をつけ、「この課題研究を大学でも活かしていきたい」と理

工学部での学びへの大きな意欲へとつながった。また、発表を行わなかった他の参加生徒も、

「レベルの高い発表に非常に刺激を受け、このような仲間と大学入学後からともに学ぶこ

とにわくわくする。」と、大学での高度な学びにモチベーションを高めていた。審査の結果、

本校生徒の研究が 2 位の表彰を受けた。 
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(Ⅲ)理科・数学の融合科目等の開発と高大連携を中心とする理数学習の高度化

の研究 

 基礎学力を身につけ、目的意識が明確な生徒に対して、より高度で学際的な内容を高校時

代から学習できる機会を設ける。重要な概念や本質的内容の理解により、大学や大学院での

学びのリーダーを担う人材を育成する。 

仮説 

〔仮説Ⅰ〕〔仮説Ⅱ〕〔仮説Ⅲ〕を全体的に検証することとなるが、とりわけこの課題にお

いては、目的としている「より高度で学際的な内容を高校時代から学習できる機会を設ける

ことは重要であり、学びのリーダーを担う人材育成に効果的である」ことが仮説となる。 

研究内容・方法・検証 

●教育課程編成上の位置付け 

 「生命科学」「理系地学Ⅱ」を中心とした学校設定科目。他に「数学セミナー」等の課外

での取り組みも含む。 

●研究内容 

今期において取り組んできた次の内容を中心に研究開発を行った。以下のページで 5 項

目（(＊) をつけたもの）について詳細をまとめる。 

(1) 学校設定科目「生命科学」    (＊) 

(2) 学校設定科目「理系地学Ⅱ」    (＊) 

(3) 数学セミナー     (＊) 

(4) 科学オリンピックを目指す取組   (＊) 

(5) サイエンス部の取組                   (＊) 

(6) 立命館大学生命科学部ワークショップ 

(7) SR センター高校生実習（立命館大学のシンクロトロンを使った実習） 

●手段、方法 

 新科目の開発と高大連携による企画の工夫等。 

●成果 

 今期の研究開発の中で開発してきた発展型の学校設定科目では、年間の指導内容を整理

し教材としてまとめることが出来た。その中で、ハイレベルな内容を取り入れるとともに将

来的に研究者としての活動へつながるような取組の指導を高校時代から開始することも考

慮し、大学との連携による企画や社会との関り等も意識した授業内容等で構成されている。 

 サイエンス部の活動も充実してきている。高校生 12 名、中学生 5 名で活動している。運

動部等、他の部活動を兼ねることが許されていない中で、部員数の増加は難しいが、昨年度

に比べて大きく増えている。中学校のサイエンス部との連携が良くなったためと考える。そ

れぞれの部員が、課題研究で取り組んでいる内容に関わっての研究を進めており、様々な場

での研究発表を積極的に行えた 1 年であった。JSSF やオーストラリアでのサイエンス・フ

ェアでの発表等にも挑戦し、有意義な経験を得た。 

 数学セミナーについても、SSH 初期から 17 年間継続してきおり、合宿形式によって、長

時間グループで数学の問題に取り組むことによる成果を得ている。 

●成果検証に用いた方法 

 新科目の開発状況、生徒へのアンケート調査 等 
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(1) 学校設定科目「生命科学」 

【対象生徒】高校 3 年 SS コース 18 名 

【目的】大学 1・2 回生で習うことが多い実験を行い、ハイレベルな内容を取り扱う。課題

研究や大学での研究に役立つよう、実験目的や方法を理解した上で実験を行う。ま

た、研究者として正しいデータの扱い方、研究倫理を学ぶ。 

【内容】 

下の表の通り行った。主にバイオテクノロジーの分野の実験を行った。実験プリントを 1

冊のテキストにまとめ、前後の実験をつなげ、何のためにその実験をしているのかを意識さ

せた。また、テキストは書き込み式にしてあり、実験中にもメモを書くように指導した。結

果や考察は授業時間内に書かせることで、実際の研究と同じ感覚を身につけさせた。さらに、

実験に失敗した場合、その理由を考えるように指導し、考察力とともにトラブルシューティ

ング力を鍛えた。レポート作成では、書くべき項目や図・表の作り方や体裁についても指導

した。英語のマニュアルを読むことで、実践力をつけさせた。 

 
（表）実施内容 

 テーマ 内容 教材の言語 
1 学期 研究倫理 実験・研究を行うにあたっての心得 日本語 
 形質転換 大腸菌に pGLO プラスミドを導入…(注 1) 英語 
 試薬調整 濃度計算、調整の方法 日本語 
 DNA 抽出 自分たちで調整した溶液を用いてゲノム抽出

の原理を理解する 
日本語 

 DNA 抽出 PCI のタンパク質除去による DNA 抽出 日本語 
  電気泳動 アガロースゲルの作成、電気泳動 日本語 
 PCR 抽出した total DNA から TrnL-F 間を増幅 日本語 
 精製 電気泳動後に切り出し後の精製 日本語 
 系統樹 外注したシーケンス結果から分子系統樹作成 英語サイト使用 
2 学期 レポート DNA 抽出～系統樹までのレポート 日本語 
 コ ロ ニ ー

PCR 
形質転換した大腸菌を用いて、簡易的に導入断
片が入っているかを PCR で調べる 

英語 

 プラスミド
抽出 

自分たちが調整した溶液を用いて、形質転換体
からプラスミドを抽出する 

日本語 

 プラスミド
抽出 

Quiagen 社のキットを用いて行う 英語 

 
電気泳動 自分たちで調整した溶液とキットで抽出した

プラスミドを泳動して比較 
日本語 

 タンパク質
精製 

形質転換し、GFP 断片が挿入されている大腸
菌から GFP をカラム精製する 

英語 

 制限酵素 Finger print 犯人捜し…(注 2) 英語 
 ELISA 抗原抗体反応…(注 3) 英語 

3 学期 復習 溶液調整・実験操作の復習 日本語 
注 1）Bio-Rad 社の教育キット（pGLO バクテリア遺伝子組み換えキット）を使用。 

注 2）Bio-Rad 社の教育キット（法医学 DNA フィンガープリント法キット）を使用。

注 3）Bio-Rad 社の教育キット（ELISA イムノ Explorer キット）を使用。 
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＜テキストの一部、生徒の記入例＞ 

 
【成果（生徒の変容）】 

 生徒のテキスト記入内容から、器具の使い方が習得できたこと、基本である溶液調整がで

きるようになったことなど、具体的に何ができるようになったか、が生徒の充実感につなが

っていた。また、最終授業でのアンケートからは、18 名の生徒が本授業を選択した理由は、

生物学が好き（4 名）、実験が好き（2 名）、生命・薬学・医学系に進学する予定だから（12

名）であり、大学で生命科学系の研究を行う可能性が高いことから、技術や実験方法の習得

を目的に選択していることがうかがえる。そのため、本授業が大学で役立つかとの質問に関

しては、とても役立つ（12 名）、役立つ（6 名）となった。また、全員が本授業を選択して

良かったと回答している。レポートの作成に関しても、大学の学びにつながると思うかとの

設問に関して、役立つ（16 名）、わからない（2 名）であった。そもそも目的意識をもって

受講している生徒たちであるため、実験の際も、すべての作業が自身の力になると考えて積

極的に行動できている。一方、特に印象に残っている実験についての質問からは、1 回の実

験で完結するストーリーが明確な実験を挙げる生徒が多かった（Finger print 犯人捜しと

いう実験、8 名）。この実験は、伴性遺伝や血液型の遺伝の問題を解いてあらかじめ犯人像

を推理し、DNA（この実験ではプラスミドで代用）を制限酵素処理して犯人と同じ DNA か

を調べる、というものである。また、英語で書かれた部分に関しては、英語が得意な生徒と

そうではない生徒で進度・理解度の差が大きく、日本語でのサポートが必要である。しかし、

英語が苦手な生徒も、英語での読解が重要であることは理解しており、アンケートでも、難

しいが役に立つ（9 名）、たいへんだったがいい経験になった（2 名）、日本語で学んでから

英語に取り掛かりたかった（5 名）、ストレスが大きかった（2 名）であった。今後、理解度

や英語スキルに応じたサポートを行う。 
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(2) 学校設定科目「理系地学Ⅱ」 

【対象生徒】 高校 3 年 SS コース 25 名 

【目的】 ①地学の授業を通して、自然事象を科学的に捉える視点を養い、科学的な思考方 

  法を深く学ぶ。 

② 現在学んでいる教科内容が、国内外を問わず実社会の人々の営みとどのよう

に関わり、応用されているのかを理解させる。 

【内容】 

 年間の授業は、下表の内容で実施した。 

（表）実施内容 
時期 単元 学習内容 学習活動の特徴・備考 

 
1 学期 

 
大気と海洋 

大気の構造 
大気の運動 
海洋と海水の運

動 

大気圧に関わる実験・実習 
気温、温度に関わる実験・実習 
大学院教授による出前授業（海洋・地

質分野） 

2 学期 
気候変動と地

球環境 

世界の気象 
人間の活動と地

球環境 

インターネット上の映像教材の利用 
複数新聞記事の活用 

地球の歴史 
地殻の進化 
生命の進化 
日本列島の歴史 

絶対年代の測定モデル実験 
大量絶滅にかかわる実習 
京都・西山の地質とプレート実習 

3 学期 
宇宙の構造 

太陽系の天体 
恒星の性質と進

化 

天体の動きに関わる実習 
インターネット上の映像教材の利用 

 ＊ 新聞記事やインターネットを活用した教材は、時々に応じて臨機応変に活用。 

 
特徴的な取り組みの概要を以下に述べる。 

 
〇高大連携企画 

「目に見えない地下を探査する」（第一線で活躍する理工系大学院教授による） 

生徒にとって、直接目に見えないものについては関心が薄くなりがちである。しかしな 

がら、自然現象のなかには、目に見えないものから得られる知見からその実態が明らかにな

る場合が多い。地球内部や深海底から得られる知見は、地球を深く理解するうえで重要であ

る。見えないものを視覚化するための手段や技術を地下探査技術の専門家からわかりやす

く講義していただいた。地面を流れる電流に着目した比抵抗トモグラフィーや大深度有人

潜水調査船「しんかい 6500」の技術に直接関わった専門家のインパクトある講義によって

生徒の興味・関心を深めることができた。 

 
〇教室の外での実験・実習 

「身近なものを使った大気圧の実験」、「様々な条件下での地表温度の変化測定」 

「簡易風速計の作製と風力測定」、「校外の小河川における環境変化の定点観察」 

ストロー、吸盤などを使って大気圧を間接的に実感し、その大きさを測定する方法を考察

する。地表の温度が、地表の状況によってどのように異なるか、あるいは同じ地表でも周囲
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の変化によって温度はどのように異なるかなどを温度計や放射温度計を使用して校内およ

び校外で測定。簡単な材料で風速を計測するための方法を考察する。本校付近にある小規模

な二つの河川の合流部において、豪雨の前後における河原の浸食状況や上流から流出物の 

変化や特徴を観察。 

 
〇授業で学ぶ知識と実社会との関連を実感させる授業  

「地学分野に関わる新聞記事の活用」、「国内外における自然災害の分析実習」 

2019 年のトピック：「はやぶさ２の小惑星探査、試料採取」、「ブラックホールの写真撮影」

については関わる技術の原理について理解する。「北海道胆振地方の地震」、「台風 15 号に

よる千葉県の被害」、「夏の九州豪雨」、「海外の熱波」、「オーストラリアの森林火災」などの

自然災害については、教科書に記載されている基礎事項とどう関連し、災害の原因を科学的

にどのように解明し解釈するかを学ぶ。 

 
【成果（生徒の変容）】 

今年度の地学Ⅱでは、大気、地球史、宇宙といった、実態を容易に捉えることが困難な事

象をいかに理解し、関連知識をどのように実社会で応用していくのかを具体的に学ばせる

ことができた。実施した授業内容には、理系・とりわけ建築工学分野や防災関連分野へ進学

を希望する生徒にとって有用な知見を盛り込み、大学選択、学部選択に肯定的な影響を与え

ることができた。 

また、地球上に生きる人類全体にとって重要な課題は何かを考える機会となった。 

〔生徒の意見〕 

・地学の授業を通して、地球の営みに関わる様々な事象の分析方法を学ぶことができた。 

・地球上で生じる事象の原因や因果関係を学ぶことができ、人間生活との関連性についても

理解が深まった。理系であっても人文的な視点を持つことの重要性を理解することがで

きた。 
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(3) 数学セミナー 

【日  時】 2019 年 7 月 13 日（土）午後 6 時～14 日(日）午前 11 時頃 

【場  所】 立命館高等学校 

【参加生徒】 1 年生 3 名 2 年生 6 名 3 年生 1 名 

【目的】 

毎年行われている数学セミナーであるが、今年度は 2 日目のプレゼンテーションの時間

にディスカッションを多く取り入れることを重視した。用意された問題は、授業で普段扱え

ない難問や時間のかかる問題であり、それらを、様々な角度から考え、数学の深さにじっく

り触れさせる。1 日目の夜はグループ活動を通して、問題解決のために質の高い難問に触れ、

粘り強く取り組み、深く考えさせる。2 日目のディスカッションを充実させることで、この

1 日目の夜の思考がより発展し、さらなる数学の魅力の発見につながる。 

【スケジュール】 

 1 日目 18:00  グループ分け(抽選)・問題提示の後、グループごとに問題に取り組む 

     24:00  解答提出締切 就寝 

 2 日目  9:00   優秀解答のプレゼンテーション 優秀グループ表彰 

     11:00   解散 

【生徒の変貌と感想】 

2 日目のプレゼンテーションの時間では、発表が行われただけでなく、白熱した議論が

繰り広げられた。異なる解法を互いに吟味したり、解答までたどり着けなかった問題に対

しても知恵を出し合って取り組み直したりした。他の生徒の様々な角度からのアプローチ

や、新たな発想に、声を上げて感動し、悔しさを表した。それぞれが互いに大きな刺激を

受け、さらに数学に対する意欲を高める合宿となった。 

〔生徒の感想〕 

・今まで習ってきたいろんな数学の知識を組み合わせて使うのが楽しかった 

・連続 5 時間、問題に取り組むことで新しい発想、普段なら絶対に思いつかない発想が出

たときのうれしさはとても大きかった 

・解答は 1 つでも解法がいくつかあり、思いつかなかった解き方を知ることができてよか

った 
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(4) 科学オリンピックを目指す取組 

日本生物学オリンピック 

【日時】予選：2019 年 7 月 14 日（本校） 

    本選：2019 年 8 月 16 日～18 日（長崎国際大学） 

【取り組み内容】日本生物学オリンピック予選に参加する一部の生徒を対象に過去問研究

を行った。4 年分の過去問を配布し、点差が開くと思われる問題に関しては解説を行った。

また、受講者である高校 3 年生は生物のすべての範囲を履修済みであったため、知識の総

復習も兼ねることができた。また、本選出場生徒には PCR 法の実験実習、リアルタイム PCR

やウエスタンブロッティングなどの分子生物学の手法についての講義を実施した。 

【成果】2019 年日本生物学オリンピック予選を 27 名が受験。予選結果上位 5％の優秀賞 4

名、そのうち 2 名は 100 位以内のため本選出場。予選結果上位 10％の優良賞 2 名という結

果であった。優秀賞 4 名は上記取り組みの受講者である。本選出場の 2 名は残念ながらメ

ダル獲得には至らなかったが、敢闘賞を受賞することができた。また、本選ではショウジョ

ウバエを用いた実験審査があり、ショウジョウバエが思うように動いてくれずに困ったが、

生物を扱うということは、思い通りにいかないものだと再確認できて、実りある充実した本

選期間だったとの感想がある。さらに、全国の生物好きが集結し、2 日間ともにたくさんの

話をし、さまざまな刺激を受け、生物学がさらに好きになったとの感想を得た。 

 
日本数学オリンピック 

【日時】予選：2020 年 1 月 13 日 

    本選：2020 年 2 月 11 日（エル・おおさか 大阪府立労働センター） 

【取り組み内容】 

数学オリンピック対策講座：11 月から 1 月にかけて、90 分の講座を 6 回 

ジュニア数学オリンピック対策講座：12 月から 1 月にかけて 70 分の講座を 4 回 

1 講座ずつ担当教員を変え(高校は 6 名が担当、中学は 4 名が担当)、各教員の専門分野を生

かした講座を行えるようにした。 

【成果】数学オリンピック予選は 13 名、ジュニア数学オリンピックは 11 名が受験した。

数学オリンピックのうち、高校 2 年生の 1 名が A ランクに入り予選突破した。対策講座で

は好きな数学を深めることに熱中し、ともに数学が好きな仲間と学ぶことで刺激を与えあ

った。さらに、全国レベルの高い基準の問題に取り組み、意欲の高い生徒と出会うことでこ

れからの学びの意欲を高めていた。 
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(5) サイエンス部の取組 

【活動内容】 

本校中高サイエンス部は現在高校生 12 名、中学生 5 名で活動している。高校生は各自の

課題研究テーマを放課後に行っており、テーマ設定も生徒の興味のある内容で行っている。

中学生の活動は主に、サイエンス部で飼育している生物の管理、校庭の一部を開拓し、ビオ

トープと畑の建造・管理を行っている。教科書で習うこと以外に、実際に自分たちで生物を

育てるという体験を経て、研究テーマ設定へとつなげている。昨年度より、研究環境を改善

するべく、活動場所を化学実験室から課題研究室に移した。顧問は数学・理科（生物・化学・

物理・地学）で担当し、研究指導、ポスター作成や発表指導も行っている。また、合宿によ

る地学的な探究を行っている。京都大文字山に登り、太閤岩（花崗岩）の観察、京都盆地の

観察を行った。昨年度は池の調査や池の大きさを実測するなどの活動を行った。毎年、定期

的に校内で部員による研究発表会を実施している。また、科学オリンピック本選出場を目指

し、実験の空き時間などを勉強に充てている。各分野において、過去問研究を行い、専門の

教員から適時アドバイスや解説を受けている。 

【代表的な研究内容】 

・信号反応という酸化還元を用いた色が変わる反応系を用いて、様々な条件下での色の変化

時間を測定し、化学変化の数理モデルの構築を試みている。 

・水が氷になると体積が増加し、密度が減少する。このような液体から固体になるときに体

積が増加するような分子は少ない。多くの分子は個体になると体積が減る。水は水素結合に

よって、個体では立体構造をとるため、隙間の多い状態になり、体積が増す。様々な種類と

濃度の水溶液を凍らせた場合、どのように体積変化が起こるかを調べた。その結果低濃度で

あれば、水のみよりも体積がさらに増加したが、濃度を上げると、その体積増加は軽減した。

英語の学術論文を読み、考察を重ね、新たな方法で自分の考えが正しいかを検討している。 

・錯視の研究はよく行われているが、色の錯視を定量解析するための方法を開発している。

色の錯視を被験者に見てもらい、どのような色に見えたかを数値化・標準化し、錯視が起こ

る条件を探している。被験者によって結果が大きく異なるので、苦戦しているが、バイアス

や試験環境を工夫して、精度の高い錯視定量を目指している。 

・鉄錆びの電解研磨について研究している。現在は、電解研磨の前に、鉄を均等に錆びさせ

る条件検討を行っている。 

【成果】 

・ASMS International Science Fair 2019 において、口頭発表、ポスター発表を行った。 

・JSSF2019 において、ポスター発表を行った。 

・サイエンスキャッスル 2019 関西大会において「色覚錯視の数値化」が優秀ポスター賞、

「様々な条件下における信号反応の時間の変化」が研究奨励賞を受賞した 

【生徒の変貌】  

ポスター発表での質疑応答や他校の研究発表で大いに刺激受け、同じ研究テーマの他校

の生徒と交流するなど、サイエンスの輪を広げることができた。日々の実験では新たな発

見や学びを得るたびに、サイエンスの奥深さに引き込まれており、その発見を形にまとめ

て発信すること楽しさを知り、主体的な学びの意欲をさらに高めた。さらに、質疑応答で

は今後の研究の発展につながるヒントが得られたと、今後のモチベーションにつながった。 
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(Ⅳ)国際舞台で必要な科学コミュニケーション能力の育成のための研究 

将来国際舞台において活躍する科学者としてのコミュニケーション能力の開発を行う。

現在、本校の SSH での学びを通じて、SSH 主対象である SSG クラスの生徒たちは卒業時

までには全員が研究発表を英語で堂々と行い、質疑応答もこなしている。今年度行った卒業

生調査では、「高校時代に英語でのプレゼンテーションを何度も行っていたことが社会に出

て役立った。」「高校時代の経験があったので国際学会などに躊躇なく参加できる」「いまだ

に高校時代の研究発表が一番大きな舞台であり、それと比較するとなんにでも恐れずに挑

戦できる」「高校時代につけた英語力のおかげで海外とのやりとりも壁を感じない」などと

多くの卒業生が述べており、高校時代の英語での研究発表活動を通してつけた力や経験が

社会に出て非常に役立っていることが確認できた。 
本校では課題研究の英語での発表活動を英語授業の軸としてシラバスをデザインしてお

り、それが成果を上げている。実践をさらに精緻化し、日本全体の実践や応用に役立てる。 
 

仮説 

〔仮説Ⅲ〕課題研究の英語での発表は、科学コミュニケーション能力の育成に有効であり、

そのための教育手法や指導法の開発は、国際的な視野をもつ理数系人材の育成に有効であ

る。また、国際的問題につながる科学研究や能動的学習能力を育成することを目指した授業

によって大きな成果を収めることができ、逆に国際的活動によって科学研究が加速される。 

研究内容・方法・検証 

●教育課程編成上の位置付け 

 「英語 2A」「サイエンスイングリッシュⅠ」「英語 3A」「サイエンスイングリッシュⅡ」 

●研究内容 

課題研究の英語での発表とそれに伴う活動の目標を設定し、それを達成するための高校 3

年間の英語授業シラバスをデザインする。目標を達成するごとに新たな目標を作成する。 

●手段、方法 

 授業方法の開発、発表スキル向上のための教材開発、質疑応答スキル向上のための授業

実践、課題研究指導との連携方法の研究、教科横断型授業の実践、など。 

●成果 

 課題研究の英語での発表を軸とした授業実践の結果、発表のみならず、その後の質疑応答

や国際的な場面でのリーダーシップにも力を発揮するようになった。発表後の満足感が

SSH 第 4 期初年度の 57%（2015 年度）から最終年度 78%（2019 年度）、質疑応答の理解

度が同 77%から同 94%、満足度が同 55%から同 90%と大きく向上した。また、この活動に

より、理数学習や研究へのモティベーションや質・力が高まったと多数の生徒が回答し、肯

定的回答の割合は年々増加している。 

これら一連の授業の活動を経験し、「将来国際的な舞台で活躍したいと思う気持ちが強ま

った（81%）」、「実際に国際学会などで研究発表をしたいという気持ちが強まった（70%）」、

「将来国際学会で研究発表を行うことになったときに役立つ（97%）」と回答するなど、生

徒の将来へ大きくつながる活動となった。 

また、客観指標として、主対象生徒の TOEFL ITP®スコアの卒業時の平均スコアが 420
点（2007 年度）、462 点（2015 年度）、482 点（2019 年度）と年々伸び続けている。 
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●成果検証に用いた方法 

 2007 年度入学生から課題研究発表を軸とした英語授業に取り組み始め、2011 年度から

毎年卒業生を対象にアンケート（今年度は 41 項目で実施）を実施している。そのアンケ

ート結果を、2011/12 年（A 期）、2015 年（B 期）、2019 年（C 期）の 3 期で比較し、満

足度や理解度等を検証した。加えて、本校が英語力の客観指標として全校受験を実施して

いる TOEFL-ITP®スコアを、2007 年（A 期以前）、ABC 期の 4 期で比較し、力の向上を

検証した。また授業実践の成果物として 3 冊のテキストを挙げる。 

  
(1) 高 2、高 3 科学英語授業実践 

2004 年度にオーストラリアのサイエンスフェアで本校生徒 1 名が英語での研究発表を行

い、2005、2006 年度もそのような機会が少数の生徒に与えられた。課題研究の英語での発

表が生徒の成長に与える影響の大きさに着目し、2007 年度入学生から「課題研究を PPT を

使用しながら 10 分間程度十分な Delivery と流暢な英語で発表することができる」という

目標を立て、本格的に英語での研究発表を軸とした英語授業を展開してきた。A 期（2011

年度卒業生）のほぼ全員が目標を達成すると、2012 年度以降、3 年間の到達目標を「質疑

応答に適切に対応できる」へ、それもほぼ達成した B 期（2015 年度）以降「国際舞台でリ

ーダーシップをとれる」「国際的な研究発表の場で積極的に挙手し質疑を行うことができる」

等へ次々と引き上げ、英語授業内における活動とその成果との関連を研究してきた。 
学年 科目名/単位数 2019 年度の主な授業内容 

高 2 英語２A 
（4 単位） 

日本人教員によるソロ授業。検定教科書などを使用したリテリング活動のほか、TOEFL 
ITP®演習*１や文法演習、単語やリスニング力増強を図るさまざまな形態の授業を行う。文法

説明等以外は基本的に All in English で四技能を統合させた形の授業を追求している。 

高 2 Science 
EnglishⅠ 
（2 単位） 

日本人教員と英語ネイティブ教員の Team Teaching。さまざまなサイエンス分野に英語で

触れ、基礎的な科学の用語を覚えたり内容を掘り下げグループで発表したりする。数やグラ

フの説明など研究発表に必要となる表現も習得する。「Science English for High School 
Students 理系高校生のための科学英語授業教材集」*2の第一部の内容を行っており、Science 
Saurus という洋書を共通テキストとして使用している。 

高 3 英語３A 
（4 単位） 

日本人教員によるソロ授業。英語２A に引き続き、プレゼンテーション、ミニディベート・

Parlamentary Debate、エッセイライティング、TOEFL ITP®演習*１、CNN リスニングな

ど総合的な英語運用力をつけるための様々な形態の授業を行う。「Science English for High 
School Students 理系高校生のための科学英語授業教材集」*3 の第二部の内容を使用し即興

プレゼンテーションや考える力を養う授業なども行う。ディベートやディスカッションで即

興のスピーチ力を養う活動も年間を通して行う。理科教員と連携した教科横断型授業も実施。 
9 月以降 PPT での課題研究発表を順次クラス内で行う。ここでクラス内での質疑を活発に

行う雰囲気を作り、質疑応答に慣れる。10 月の JSSF 直前には理系研究者の方をコメンテー

ターとして招き、保護者の方や他の教員も聴衆としてクラス全員が PPT を使用した 8 分間程

度の発表とその後の質疑応答を行う研究発表大会を開催する。 

高 3 Science 
EnglishⅡ 
（2 単位） 

英語ネイティブ 2 名で担当。1 学期は半学級の少人数クラスでそれぞれ単独でライティン

グ（アブストラクトの書き方等）とサイエンストピック（テキストは Technical English
（Pearson 社）使用）の授業を行う。2 学期以降は Team Teaching で JSSF で使用する課題

研究ポスター（A0）を作成、担当教員が指導・添削する。2 学期後半以降から研究論文を英

語でまとめ、1 月中旬に完成させる。 

*1 本校では立命館大学への推薦基準として TOEFL-ITP®の全員受験を年に 2 回実施している。 
*2  2016 年度本校英語科で作成し、2016 年度報告書と共に 2017 年 3 月頃各 SSH 校に配布させていただいた SEⅠⅡ

の授業で使用しているハンドアウトをまとめた冊子。 
*3 2018 年度本校英語科で作成し、2018 年度報告書と共に 2019 年 3 月頃各 SSH 校に配布させていただいた課題研究

の英語での発表に関する授業ハンドアウトをまとめた冊子。 
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(2) 課題研究を軸とした英語授業の目標と授業内活動の変遷 

＜最終目標の変化＞ 

 前述したように、対象生徒のほぼ全員が最終目標を達成した年度以降、新しい目標を追

加してきた。「発表」→質疑「応答」→「質疑」応答/リーダーシップと変遷している。 
 高校 3 年生 11 月時点での最終目標 

2007~2011 年度 課題研究の内容を、PPT を使用しながら 10 分間程度、十分な Delivery と流暢な英語で発

表することができる。（オリジナル原稿、オリジナルスライド） 

2012~2014 年度 課題研究の内容を、PPT を使用しながら 10 分間程度、十分な Delivery と流暢な英語で発

表することができる。研究内容に関する質疑応答を十分にこなせる。 

2015~2019 年度現

在 
課題研究の内容を、PPT を使用しながら 10 分間程度、十分な Delivery と流暢な英語で発

表することができる。研究内容に関する質疑応答を十分にこなせる。国際的なチームでリー

ダーシップを持って海外生と議論できる。国際的な場面で聴衆として積極的に挙手し質疑

を行うことができる 

＜最終目標に合わせた授業実践の変化＞ 

最終目標に合わせ、授業内実践も以下のように変遷している。高 1、高 2 では、教科書

本文のリテリングプレゼンテーションから始まり、徐々にオリジナリティを上げたプレゼ

ンテーションを課し、3 年間で無理なく課題研究プレゼンに到達するような段階的にスキ

ルを習得するシラバスとなるよう工夫している。上記で述べた最終目標が上がるたびに、

スピーチの即興性や発表内容のオリジナリティを求めるようになってきている。また、デ

ィスカッションやディベートの授業を取り入れ、即興での会話や議論の機会を増やしてい

る。今年度は理科と連携し、クローンや遺伝子組み換え食物をトピックとして、理科教員

の講義で専門知識を得た後の英語ディベート活動など、教科横断型授業も実施した。 
 それぞれの最終目標のために授業内で特に行ってきた実践 

2007~2011 年度 音読の徹底、教科書本文を使用したリテリングプレゼンテーション 

2012~2014 年度 1 分間スピーチ、音読の徹底、発音の矯正、教科書本文を使用したリテリングプレゼンテー

ション、本文内容を発展させたペアリサーチプレゼンテーション 

2015~2019 年度現

在 
1 分間スピーチと聞いた後のクエスチョン、リテリングスピーチ、本文を一部変えて自分の

ことを表現するスピーチ、パラフレーズスピーチ、オリジナルトピックプレゼンテーション 

（2017 年度より）上記に加えて、ミニディベート、パーラメンタリーディベート、教科横

断型授業（理科と連携） 

＜3 年 10 月最終課題研究会の内容の変化＞ 

 本校では 11 月の JSSF 開催時に 3 年 SSG クラスの生徒は全員がポスター発表を、研究

が優れていることで選ばれた数組が舞台上での口頭発表を行うが、全員に口頭発表機会を

与えるために、10 月に Pre-JSSF 企画として発表会を行っている。最初は単なるクラス発

表会であったものが、現在では保護者や下級生が聴衆として参加し、学校行事として定着

してきた。年度を追うごとに質疑応答が活発化しており、充実した質疑応答を行うための

十分な時間を確保できるよう工夫している。 
取組年度 聴衆と内容 

2011 年度 初めて発表会を開催、聴衆はクラスの生徒のみ、質疑応答なし 

2012 年度から 立命館大学理系研究者（非日本語話者）をコメンテーターとして招待。コメンテーターとの短い

質疑応答の時間を設定 

2015 年度から コメンテーターとの質疑応答に十分な時間を取るため会場を 2 会場に分けて実施。保護者を招

待。 

2018 年度から 生徒からの質疑を活発にしさらに質疑応答の時間を充実させるため会場を 3 会場に分けて実施。

保護者に加えて 2 年 SS コース生が聴衆として参加。 
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(3) 科学英語プレゼンテーション実践における成果の検証 

1. 生徒自身が感じる力の主観的評価の高まり 

 SSH 主対象生徒へアンケートを実施し始めたのは 2011 年度卒業生からであるが、2011

年度と 2012 年度のアンケート項目に重複していない質問があるため、英語での研究発表

を達成したと言える 2011 年度（対象生徒 28 名）と 2012 年度（同 25 名）を A 期、質疑

応答の力を備えてきた 2015 年度（同 35 名）を B 期、そして今年度 2019 年度（同 37

名）を C 期とし、3 つの異なる時期ととらえ、高 3JSSF 終了後 11 月のアンケートにおい

て、違いが顕著な項目を比較する。（2019 年度は 41 項目において実施(資料 8)） 

〔設問１：今回の Pre-JSSF Presentation では満足のいく発表ができましたか〕 

研究発表を終了した後の発表者

の満足度を、AB 期に比べて C 期

の生徒が大きく高めていることが

分かる。A 期には実施していなか

ったクラス内リハーサルや、ネイ

ティブ教員による添削指導、担当

教員による丁寧な事前リハーサル

等が最終発表会の満足度を大きく

上げていると考えられる。この最

終発表会での満足度は生徒にとって大きな自信につながり、その時の肯定感はその後の人

生において新しいことに挑戦しようという意欲につながると考えられるため今後も段階的

な指導を経て満足感と自信を得られる最終発表会につなげるようにしていきたい。 

〔設問：英語で研究発表を＜設問 2：する＞＜設問 3：聞く＞という活動は、あなたにと

って意味のある経験だと思います

か？〕 

 満足度はアンケート実施当初か

らほぼ 100%であったが、B 期・

C 期にかけて「大変そう思う」を

選ぶ率が大きく上がった。また、

当初はやや差があった「研究発表

をする」という活動と「研究発表

を聞く」という活動への有用感の

差が少なくなってきた。研究発表

における聴衆は非常に重要な役割

を果たすため、聞く態度の指導に

力を入れてきた B 期以降に実施

している研究発表を理解するため

の単語リストの学習や質疑応答の

推進、リスニング力の強化などが

研究発表を聞く態度や理解度の養

成に役立ったと考えられる。 

0% 50% 100%

2011

2015

2019

設問1：今回のPre-JSSF Presentationでは満足のいく発表ができました

か？

大変そう思う

そう思う

そう思わない

全くそう思わない

0% 50% 100%

2012

2015

2019

設問2：英語で研究発表をするという活動は、あなたにとって

意味のある経験だと思いますか？

大変そう思う

そう思う

そう思わない

全くそう思わない

0% 50% 100%

2012

2015

2019

設問3：英語での研究発表を聞くという活動は、あなたにとっ

て意味のある経験だと思いますか？

大変そう思う

そう思う

そう思わない

全くそう思わない

54



〔設問：自身の研究を英語で発表するという目標は、あなたの＜設問 4：英語学習＞＜設

問 5：研究活動＞＜設問 6：理数学習＞に対するモチベーションをあげましたか？〕 

 

研究を英語で発表するという目標が生徒に与えるモチベーションについて、生徒自身が

そう思うという割合、特に「大変そう思う」という強い肯定感が年度を追うごとに伸びて

いる。英語以外の活動や学習にも大きな影響があることが読み取れる。 

〔設問：自身の研究を英語で発表するという目標は、あなたの＜設問 7：英語の運用力＞

＜設問 8：研究の質＞＜設問 9：理数分野における力＞をあげましたか？〕 

 
 研究を英語で発表するという目標とそこに向かう活動でつけた力について、「大変そう

思う」という強い肯定感がこちらも年度を追うごとに伸びている。 

これら設問 4 から 9 の結果を見ると、英語での研究発表と研究の質や理数分野における

力は高い相関関係にあることが長年のアンケート結果から読み取れる。英語での研究発表

を行うことによる研究の質の低下やモティベーションの維持について懸念する意見がある

が、むしろそれを目標として本気で取り組むことで、世界へ発信するために研究の質を高

めたいという気持ちや、質疑応答に備えるために深く学習しようという意識が高まり、結

果質や能力の向上の実感というよい循環が生まれている。どの設問も年度を追うごとに肯

定感を感じる生徒が増え、今年度最も高い数値が出ているのは、後述する TOEFL-ITP®ス

コアにも表れている生徒の英語やプレゼン能力の高まりが一因であると考えられる。A 期

頃はなんとかこなしていた英語での研究発表が、近年では余裕を持って取り組める活動に

なり、生徒たちはより一層研究内容に重点を置いて取り組める。加えて、グローバル化が

ますます進む中で、英語でのプレゼンテーション力の必要性や有用性を以前よりも強く感

じ、より前向きに取り組んでいる生徒が増えているとも考えられる。 
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〔設問 10：コメンテーターの人たちはあなたの発表をどの程度理解してくれたと感じて

いますか？〕 

 設問 10 は設問１の発表の

満足度とも相関関係がある

はずだが、C 期の生徒のほ

とんどが日本語話者でない

理系研究者のコメンテータ

ーが自分の研究をほぼ理解

しているだろうという自信

を得ているのが分かる。 

 C 期は特に即興で話す力

を伸ばす活動を授業内で多

く取り入れており、発表の中にも台本通りではない自然な発話が増えたことも影響してい

ると言える。 

〔設問 11：あなたはコメンテーターの人たちの質問をどの程度理解できましたか？〕 

 最終目標に質疑応答力を加

えた B 期以降の生徒には徹

底したディクテーション課題

と All in English 授業でリス

ニング力養成を図ってきた。

結果、質疑応答の理解度を問

う肯定回答が大きく伸び、C

期の生徒はほぼ難なく質問を

聞き取れたと回答している。

本番において質問者への聞き

返しなどもほとんどない。 

〔設問 12：あなたはコメンテーターの人たちの質問に満足に答えられましたか？〕 

質疑応答力養成のため 2017

年以降ディベート活動を積極

的に取り入れている。発表中

の自然な発話に加え、質疑応

答場面においても自分の言葉

でわかりやすく説明する力を

つけた生徒が多い。肯定回答

が 7 年間で 3 割強から 9 割に

まで増え、最も顕著な伸びが

読み取れる設問である。 

設問 10,11,12 は、今年度実施した 41 項目の質問の中でも特に AB 期からの伸びが明確

に見えるものである。課題研究の英語での発表から質疑応答に至る活動が、年度を追うご

とに成長しながら成果を出していると言える。 
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〔設問 13：高校入学時に英語で科学研究発表ができると思っていましたか？〕  

 この設問に対する回答は A

期、B 期、C 期と顕著な違いが

表れており大変興味深い。英語

での研究発表が生徒にとって

未知なるものだった A 期と比

較し、年度を追うごとに生徒に

とっては身近なもの、当たり前

の活動になってきたことが読

み取れる。この回答の根拠とな

っているのは、毎年先輩たちが皆成し遂げていることであるという意識が定着してきたこ

とにあると考えられる。本校では、国際理解講座や中学理科ポスターセッション等の学校行

事で中学生が高校生の英語での研究発表を聞く機会がある。折に触れ立派な 3 年生の姿を

見せ、「あんなふうになりたい」と思わせられたことの効果は高い。また中学英語授業での

プレゼンテーション活動も年々盛んになっており、高校入学時の生徒のプレゼン経験は以

前とは比較にならないほど豊富である。今後、肯定的な回答はますます増えてくると予想で

きるため、より高い到達点を目指させるシラバスの開発が急務である。 

2. TOEFL ITP®に見られるスコアの上昇 

 以下は 2007 年度の A 期以前、ABC 期の 4 つの異なる年度の TOEFL ITP®の全員受験

時の各回平均スコアの変遷である。2007 年度入学制から課題研究の英語での発表を最終目

標とし、プレゼンテーションを軸とした授業実践を行ってきたが、その生徒たちが 2009

年度に卒業するときに過年度よりも最終スコアに上昇がみられた。翌 2010 年度卒業生は

そのシラバスを使用しなかったためか、やや低く、その後 A 期以降は 450 前後を推移して

いる。質疑応答をこなせる力を養成することを意識し始めた生徒の卒業年度である B 期前

の 2013 年度前後からやや上昇している。高校でのプレゼンテーション実践が本校中学校

の英語授業でも浸透し始め、その生徒たちが卒業する 2016 年度あたりにさらに上昇し

た。その後リーダーシップ養成のためさらに自由な発話を伴うディベート等の活動を授業

内に取り入れ、今年度 C 期の卒業生はこれまでで最も高い到達点を得た。高 1 年 1 月の初

回受験の平均スコアにそれほど差は見られないが、最終到達点は年々上昇しており、この

授業活動がプレゼン力のみならず TOEFL ITP®で測ることのできるリスニング力、文法

力、リーディング力も向上させていると言える。 
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TOEFL－ITP®の平均点より顕著なものは、各生徒の全 6 回の受験のベストスコアの分

布である。以下のグラフが示す通り、初期に存在していた 400 点以下の低スコア層がいな

くなり、全員が 440 を超えるようになった。また、2015 年度以降にはこれまで存在して

いない 560 点を超える高スコア層が一定出現してきている。帰国子女や留学経験者がほと

んどいない（各年度 0 または 1 人）ことを考えると高い到達点であると言える。2019 年

度卒業生のベストスコア平均は 491 であり、日本の大学生の平均点 464.8 を超えている。

しかし目標であった 510 には届いておらず、一層の取組の工夫と強化が必要である。 

 

3. 普及のためのテキストの作成 

 すでに述べたように、SSH 主対象クラスの生徒は、3 年終了時までにほぼ全員が、課題

研究の英語での発表と質疑応答を十分なレベルで行えるようになっており、海外生徒との

間でのリーダーシップや質疑での積極的な対応が可能となっている生徒が増えている。 

また、英語運用力の向上だけでなく、この活動や目標が、研究の質の向上や取り組みへ

の意欲、将来の選択肢の広がり等と強い相関関係があり、生徒の様々な成長につながって

いることが確認できた。これらの実践を普及させることを目標に、以下のようなテキスト

を作成した。 

 

「SSH 英語科学プレゼンテーション ～通常授業で行う段階的指導の実践、10年間の軌跡～」 
英語での研究発表と質疑応答に関する英語授業実践の詳細（2015 年度） 

「Science English for High School Students ～理系高校生のための科学英語授業教材集～」 
サイエンス関連の英語教材（図形やグラフ、トピックプレゼンテーション等のハンドアウト集）（2016 年度） 

「Science English for High School Students 2 ～理系高校生のための科学英語授業教材集・課題研究発表編～」 
課題研究に特化した教材集（研究ポスター作成のハンドアウト、発表会における仕掛けや工夫）（2018 年度） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2007年度卒業生

2012年度卒業生

2015年度卒業生

2019年度卒業生

TOEFL-ITP® ベストスコア分布

～399 400～419 420～439 440～459 460～479 480～499 500～519 520～539 540～559 560～579

58



(Ⅴ)高い学力と能動的学習能力を育むための全校生徒による課題研究の推進と

アクティブラーニング等を中心とする授業改善に向けた研究 

科学への探求心を深め、将来、研究者として活躍するための基盤を作ることを目的に課

題研究活動を重視する。他の授業を含め実践について広く普及していくことに努める。 

仮説 

〔仮説Ⅰ〕〔仮説Ⅱ〕〔仮説Ⅲ〕を全体的に検証することとなるが、とりわけこの課題にお

いては、「課題研究指導から有効な授業方法が得られ、その利用が他の授業に対しても効果

的である」ことを確かめることである。 

研究内容・方法・検証 

●教育課程編成上の位置付け 

「総合的な学習の時間」を「課題研究」に位置付けて実施。また、その成果を他の理数系

科目へ普及させる。 

 
●研究内容 

今次研究開発の中で、課題研究を全校的に拡大した。そこから得られる教育効果を検証す

る。同時に、多くの教員が課題研究に関わることとなり、課題研究により得られる “アク

ティブラーニング”による手法を一般の授業へ利用することを目指してきた。下記 2 項目

について、詳細を以下のページでまとめる。 

(1) 課題研究       (＊) 

(2) アクティブラーニング等を中心とする授業改善に向けた研究 (＊) 

●手段、方法 

 課題研究の普及と高度化、アクティブラーニング型授業の開発等 

●成果 

 課題研究を全校へ広げて現高 3 生で 5 年目となり、年間での取組スケジュールも学校内

に定着し、課題研究に対する教員の指導法の確立や生徒の意識の向上が見られる。JSSF や

その他、海外のサイエンス・フェア等、研究発表の大きな舞台が準備されていることが、生

徒のモチベーションを向上させている。 

全校体制で課題研究を実施することをきっかけとして、日常授業においても、探究型学力

を目指す授業改善が加速してきた。その成果を公開し、多くの参加者の方々と議論し、ご意

見やご指導をいただく機会として「立命館中学校・高等学校 公開授業研究会」を毎年開催

してきている。今年度の研究会は、「主体的・対話的で深い学びを目指した取り組み」をテ

ーマとして実施され、SSH に関わる内容としては、数学、理科、英語において研究授業が

行われた。 

●成果検証に用いた方法 

 課題研究の取り組み拡大の進捗状況、課題研究の成果、生徒へのアンケート調査 等 

 1 年 2 年 3 年 
科目 単位数 科目 単位数 科目 単位数 

SSG ｸﾗｽ 
「総合的な学習
の時間」の一部で 1 

「総合的な学習
の時間」を「課題
研究」 

1 
「総合的な学習
の時間」を「課題
研究」 

1 

SS ｺｰｽ 

(SSG を除く) 
- - 

「総合的な学習
の時間」を「課題
研究」 

1 
「総合的な学習
の時間」を「課題
研究」 

1 
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(1) 課題研究の取組 

【目的】 

課題研究を通して、サイエンスに対する興味・関心を高めるとともに、課題研究を遂行す

るために必要なスキルを習得し、リテラシーとして探究スキルを身につける。SS クラスお

よび SSG クラス共通して、課題の設定、実験計画の立案、実験装置の組み立て、観察・実

験の実施、結果の処理、考察、表現（発表）を一通り経験し、探究スキルを身につける。SSG

クラスにおいては、英語での発表・質疑や報告書の作成能力も育成する。 

【経緯】 

平成 25 年度入学生の 2 年次から理系クラス全体を SS コースとして、課題研究を理系生

徒全体に実施している。2、3 年生のカリキュラムに正課の授業として「課題研究」（各 1 単

位）を設置している。なお、課題研究は、高 2、高 3 の SS コース（各学年 3 クラス）に加

えて、CE コース（文社系、各学年 3 クラス）、GL コース（国際系、各学年 1 クラス）も取

り組んでおり、全校規模で課題研究を実施している。 

【スケジュール】 

〔SSG クラスの年間スケジュール〕     〔SS クラスの年間スケジュール〕 

〔高 2・高 3 SSG クラスでの課題研究の取り組み〕 

【目的】 

 SSG クラスの最終目標は毎年 11 月に行われる JSSF での英語でのポスターセッション

(クラス全員必須)である。さらに、その中から優秀なものは本校代表として口頭発表をする。

この JSSF で世界中の高校生とお互いの課題研究について共有することにより、グローバ

ルな視点でのサイエンスのあり方と学び方を意識させる。 

【指導体制と指導内容、その成果】 

2 年 SSG31 名に対しては、生物 1 名、化学 1 名、物理 1 名、数学 1 名の 4 名の教員が担

当しており、英語ネイティブ教員が 1 名クラス全体を担当している。3 年 SSG37 名には生

物 1 名、化学 1 名、地学・物理 1 名、数学 1 名がそれぞれの専門性を活かして研究を担当
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している。3 年では英語ポスターを作ったり、英語での口頭発表をしたりという機会が増え

るため、英語ネイティブ 2 名が、クラス全体の英語指導を担当している。 

それぞれの研究には主担当教員と、教科が異なる副担当教員がついている。そのことによ

り、多方面からのアドバイスや指導ができるようにしている。また、英語ポスターや英語プ

レゼンテーションを作成する際には、ネイティブ教員と生徒だけでなく、研究担当教員もミ

ーティングに参加することにより、英語ポスターや英語プレゼンテーションの内容の向上

を目指している。 

また、高校 2 年時より英語や日本語の論文を読ませることで、研究への理解や、分野の周

辺理解を深める。そこのことにより、論理的な考え方や実験方法の確立を学ぶことにつなが

る。また、論文を読み慣れることで、ポスターや論文作成の際に普段とのギャップなく取り

組むことができる。 

さらに、立命館大学の教員や学外の研究者に指導を受ける機会を設けた生徒もおり、その

ことにより、研究レベルを上げるだけでなく、大きな意欲の向上が見られる。 

【スケジュールと取り組み内容】 

JSSF を最終発表とするため他クラスより早期(高校 3 年 11 月)の研究完成を目指してい

る。また、高校 3 年時の春には海外で発表する機会が出てくるため、高校 1 年からテーマ

への意識を持たせる指導を行っている。 
G10 (高校 1 年) GJ クラス 

時期 取り組み名 取り組み内容 

1 学期 
CSL 

（キャリア・サービス・ラーニング） 

学年の総合の取り組みとして行っている。社会と関わる体験を通して、自分の将来を考える（キ

ャリア）授業。 

6 月 GJ 1day Field Work 
SSH や SGH への導入として、2 コースに分かれての校外研修。今年度の SSH コースでは、

京都府立植物園と京都大学の研究室を訪問。事前学習と事後学習も実施。 

7～11 月 課題研究導入 
課題研究のおおまかな流れやリサーチクエスチョンや仮説の立て方、参考文献の調べ方など課

題研究の基礎を学ぶ。 

11 月 JSSF 特別参加 希望者が選抜メンバー及びバディとして参加。 

12 月 成果報告会の見学 G12(高校 3 年)の課題研究成果報告会のポスターセッションの見学。 

1 月 テーマ探し 先行研究調べや、先輩の研究発表、JSSF などの経験から課題研究のテーマを探していく。 

2～3 月 プレ課題研究 実験をしてみて、どのような実験をすれば良いのかなどの試行錯誤をさせる。ミニ発表あり。 

G11 (高校 2 年) SSG クラス 

時期 取り組み名 取り組み内容 

1 学期 
ミニゼミ 

テーマ登録と研究開始 

生物・化学・地学・物理・数学などの分野に分かれて器具の使い方や実験の手法などを学ぶ。 

また、テーマの確定と研究を始める。研究は授業時間以外にも放課後や昼休みにも行っている。 

6 月 SSChallenge 
理系生徒全員が、4 つのコースに分かれて国内の研究所を訪れ、最先端科学について研究者の

方々から学ぶ。今年度の SSG クラスの生徒は核融合科学研究所での研修を行った。 

7 月 中間発表会 研究をポスター(A3×6 枚に分割して印刷)にまとめて発表。 

8 月 SSH 生徒研究発表会 関西で行われる場合は全員参加。関東の場合は選抜参加。 

2 学期 研究活動 課題研究模擬ポスター(英語)作成、模擬発表会。 

11 月 JSSF 参加 国内外の高校生の研究発表を聞き、研究への意欲を高める。 

12 月 成果報告会 研究をポスター(A3×6 枚に分割して印刷)にまとめて発表。 
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3 学期 研究活動 研究を進める。 

G12 (高校 3 年) SSG クラス 

時期 取り組み名 取り組み内容 

1 学期 研究活動 研究を進める。 

7 月 中間発表会 研究をポスター(A3×6 枚に分割して印刷 orA0)にまとめて発表。また、他の発表の見学。 

8 月 SSH 生徒研究発表会 
代表者 1 組が発表を行う。関西で行われる場合は全員参加。関東の場合は選抜参加。 

JSSF 用ポスター(英語)作成開始。 

2 学期 研究活動 研究を進める。 

10 月 
学生科学や JSEC への

応募 

研究成果を論文にまとめ、全員の出品を目指す。 

英語による口頭発表会(全員)。 

11 月 JSSF 参加 全員が英語でのポスターセッションを行う。また、選抜メンバーが口頭発表を行う。 

12 月 成果報告会 
選抜メンバーが口頭発表を行い、全員がポスター発表を行う。 

英語での研究論文完成。 

3 学期 研究活動 研究を進める。 

2 月 課題研究集録の発行 要旨・論文・ポスターを冊子にまとめる。 

【成果（生徒の変容）】 

日常の課題研究で、担当教員との週 2 回程度のミーティングを繰り返すことで、生徒の

理解や意欲が大きく変わっていった。特に課題研究の内容の面白さに共感することで、さら

に実験が進んだ。また、英語の授業を含め、学期に 2 回程度の発表を行っており、そのたび

に質疑応答から新たなアイディアを得ることができた生徒が多かった。定期的な振り返り

と研究計画の再構築のためにも、学期に 2 回程度の発表会が非常に有意義であった。 

英語ポスターや英語プレゼンテーションを作成する際の、ネイティブ教員、該当生徒、研

究担当教員のミーティングでは、生徒の理解を深め、専門分野での英語の表現方法について

学んだ。そのことにより、英語によるポスターセッションや口頭発表での質疑応答の手助け

となった。 

また、2 年間かけて行ってきた課題研究を JSSF という大きな舞台で発表することにより

生徒たちは大きく成長した。国内だけでは得られなかった発想や、世界の高校生のレベルの

高さに触れることにより、課題研究をより一層発展させることができた。また、それだけで

はなく、高校生活以降の大学やその後の研究活動のモチベーションを築くことができた。 

＜生徒の感想＞ 

・自分の研究を英語で発表することで、日本だけではなく世界各国のたくさんの生徒に伝え

ることができ、自分の研究を世界中に広げることができたと感じています。もし日本の人に

しか伝えることができなかったら、多様なアドバイスを得ることができず、自分の研究を更

に発展させることはできなかったと思います、また、英語での研究発表を行うことで、自分

が世界の人に認められているという実感がわき、自分の自信につながりました。 

・口頭発表や、ポスターセッションを通して、自分の研究を発表できるようになったことは

もちろん、他の人の研究発表の内容をある程度英語でも理解できるようになりました。また、

自分の研究の内容に関する質問に対する応答が英語でできるようになりました。 

・まさか自分がこのように発表できるようになるとは思っていなかったし、とても達成感が

あった。高校生のうちにこのような経験ができたという事実を大切にして、今後につなげて
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いけたらいいかなと思う。 

・SSG に入った当初は、先輩の研究発表を見て私にも課題研究が出来るのか不安に思うこ

とが多かったけれど、2 年間の全ての科目、全ての授業で行ってきたことが自分の成長につ

ながっていたのだと感じた。 

〔高２SS コースでの課題研究の取り組み〕 

【指導体制】 

 ２年 SS コース 77 名は教員 8 名（物理、化学、生物、地学の４分野の教員）で担当した。

生徒は３年に進級後、自ら興味・関心を持って設定したテーマのもと、自主的に研究を進め

ることになる。そのために専門分野の異なる教員８名が生徒全員の個性、特性を把握してお

く必要がある。生徒に万遍なく関われるよう、8 名が週１回のミーテイングで進捗状況の確

認、情報交換を行いながら、専門分野の実験をローテーションして授業を進めた。 

【取り組み内容】 

初回のオリエンテーションにおいてラボノートの意義と使用法を教えた。理系専攻の大

学生はもちろん、プロの研究者も研究を推進する際には実験経過の詳細な記録やアイデア

を書き留めるノート（記録）が必要である。３年次の課題研究を円滑に進めるための準備の

意味も含めて細かく指導した。ラボノートは１年間使用し、内容を担当教員がチェックする。 

オリエンテーション後、77 名の生徒を５つのグループに分けてミニ探究実験を実施。今

年度は、物化生地の４分野に関連する「カタラーゼの酵素実験」、「化学カイロ」、「砂の落下」、

「音の解析」、「ケーキカップの落下」をテーマにグループをローテーションさせながら実施

した。各ミニ探究実験の原理や実験結果を担当教員はあらかじめ把握している。生徒は提供

された簡単な材料・実験器具を使いながら、実験を進め、実験結果にもとづいて考察する。

これらの実験はいずれも定量的な内容を伴い、測定結果を表やグラフで示しながらまとめ

る必要がある。後半の 10 月以降は、原則２名１組でプレ課題研究に取り組み、最終的には

取り組み内容をグループ発表させた。プレ課題研究は３年次での課題研究を自主的に進め

ていくうえでの予行や実践的トレーニングのようなものである。そのため、プレ課題研究開

始前に、実験レポートの書き方、情報の収集方法、論文作成における図表や写真の扱い、エ

クセルを活用した表やグラフ作成に関わる基礎学習を実施した。これらの基礎学習にはコ

ンピュータ・スキルの向上も重要であり、メディアラボ（情報教室）での授業を実施。プレ

課題研究は担当者が工夫して、「水の浄化」、「ゴム紐の伸び」、「風の有効活用」、「物体に働

く力」、「和三盆」、「野外調査」、「音の解析」の７テーマを設定した。前期のミニ探求実験と

は異なり、生徒は２人１組で興味を持ったテーマを選択し、自主的に研究を進めるうえで生

徒が希望する材料・実験器具等を担当者が準備した。実験結果は手書きのポスターに仕上げ、

発表会を行った。１年間の締めくくりとして、研究テーマ設定の重要性について再度強調し、

３年次の実験計画書の作製に取り組ませた。 

【成果（生徒の変容）】 

授業で実施したミニ探求実験やプレ課題研究のテーマに熱心に取り組み、3 年次でさらに

発展させることを希望する生徒が現れた。テーマ決めの際に、これまで本校で蓄積された課

題研究論文を読む機会を与えた結果、具体的にどのような実験が実現可能かを検討させる

ことができた。課題研究論文に掲載されたテーマに再度挑戦、内容を発展させようとする生

徒も出てきた。概ね３年次の本格的な課題研究に向けての心構えができたようである。 
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〔高３SS コースでの課題研究の取組〕 

【指導体制】 

 高３SS コース 79 名は担当教員 8 名（物理 2 名、化学 2 名、生物 2 名、地学 1 名、数学

1 名の 5 分野の教員）で担当している。全体指導のときは全担当教員で役割分担をする。個

別の課題研究指導においては、各担当教員がゼミとして独立し、生徒は 1～2 名で 1 グルー

プの計 40 グループになって研究分野に応じた担当教員のゼミに所属する。 

【取り組み内容】 

○第 1 回目（4 月 12 日） オリエンテーション 
履修生徒全員（76 名）をプレゼンテーション

ルームに集めて、授業目標、課題研究の目標水準、

年間計画、成績・出欠の基準、課題研究成果報告

書等の提出物について説明する。 

○4 月~8 月 課題研究実験 
生徒は指導教員のゼミに所属し、指定された実

験室にて課題研究の研究計画、実験準備、実験、

まとめ、発表準備を行う。 

ゼミの個別指導として中間報告、事前指導のた

めの予備提出を行う。 

○9 月 5 日（木）中間発表会 
口頭発表形式。PowerPoint により発表する。 

○9 月~11 月 中間発表で得たアドバイスをもとに研究をまとめる。 

○12 月 13 日（金） 課題研究発表会 
ポスターセッション形式。PowerPoint のスライド 10 枚以内にまとめる。1 スライドを

A3 判 1 枚にプリントアウトしパネルに掲示する。 

○1 月 31 日（金）論文（研究成果報告書、研究要旨）の提出期限 
研究成果報告書 A4 判 10 枚以内（個人単位で全員提出）、研究要旨 A4 判 1 枚（研究

グループ単位で提出） 

【成果（生徒の変容）】 

高 3SS の課題研究では、高 2 の年度末に考えていた研究テーマを基礎として担当教員を決

め、その指導の元に研究テーマを掘り下げて 1 年間の課題研究に取り組む。研究計画、検証

実験、成果発表を通して、生徒は教員の助言と自らの工夫などで、より科学的な考察や態度

に変容し、他者に伝える技能を身につけた。 

以下に具体的な変容の例をあげる。 

 
(例 1) 研究計画での変容 

年度初めの研究計画を決める前の段階では、下記①のように抽象的で自分たちの興味関心

を科学的な雰囲気の疑問形にしているレベルである。それを以下の指導によるやり取りの

中で②になり、研究計画を決定して実験を始める段階では具体的な測定ができる③に変わ

ってきた。 

取組例（石川ゼミ） 

4 月 研究計画の作成 

5 月 ゼミ内研究計画発表会、実験準備 

6 月 実験、ゼミ内中間報告準備・発表会 

7 月 実験 

8 月 実験、中間発表準備 

9 月 実験、中間発表会 

10 月 実験 

11 月 まとめ、発表準備 

12 月 論文作成、課題研究発表会 

1 月 論文作成・提出 
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(例 2) 研究実験での変容 

研究計画が固まり仮説を検証する中で、新たな工夫を凝らす取り組みがみられた。①から④

に至る過程で、生徒自身の気づきと工夫により実験手法が深まっていく変容が認められる。 

  

「通信端末の屋内 Wi-Fi の屋外への漏出を防ぐ」 
① ケータイの電波の通りやすさは建物でどのように違うのか。 

↓ 
[助言]電波とはどういう意味か。通りやすさとは何か。何のために研究するのか。 

↓ 
② Wi-Fi の電波を家の外に出さず、家の中では効率よく使うには、どうしたら良いか。 

↓ 
[助言]効率良いとはどのような意味か。それをどのように明らかにするのか。どうした

らとは、何をどのように比較することなのか。 
↓ 

③ 屋内から屋外への Wi-Fi の電波の漏洩によるセキュリティ低下を防ぐため 、どの

ような建物が良いのかを明らかにする。木造住宅、鉄筋コンクリートビルなどで、Wi-
Fi 通信で使用する電波の漏洩がどの程度あるのか、Wi-Fi の通信速度を計測する web
サイトを利用して、建物に見立てた箱のなかにスマートフォンを静置し通信速度を計測

する。箱の素材を木材、コンクリート、金属(金網,ブリキ缶)とする。 

「地震の液状化現象による被害の低減」 
電信柱に見立てた割り箸大の丸棒を、水を含む砂に立て、いろいろな条件で振動機で

振動させて棒が倒れるまでの時間を測定する。この際、丸棒の大きさ、砂に埋める深さ

を一定に保ち、砂に埋まる棒の下端に棒が倒れることを防ぐストッパーを取り付け、こ

のストッパーの形状の工夫について研究することにした。 
① ストッパーの制作 
ストッパーの形状を比較するためには、軸対称を正確に作成する必要がある。 

↓ 

[生徒の工夫]ストッパーの作成には、学校が所有する 3D プリンターを利用する。 
↓ 

② 棒が倒れるときの考察 
様々なストッパーで液状化現象による倒れやすさが異なることの理由を理解したい。 

↓ 

[生徒の気づき]ストッパーの形状は、棒が倒れるとき砂にどのような力を与えるのかよ

りも、砂からどのような力が加わるかを考えた方が理解しやすい。 
↓ 

③ 倒れるまでの時間の他に、倒れ方にも差がある 
[生徒の着眼]地震の液状化現象による電信柱の倒壊が、救助や復旧の障害になる。より大

きく倒れることが問題。 
↓ 

④砂から棒に加わる力は、棒の傾斜角に応じて大きく変化する。大きな傾斜角になりづ

らいストッパーはどのような形状が良いのかを仮説をして検証する。 
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(2) アクティブラーニング等を中心とする授業改善に向けた研究 

本校においては、全校体制で課題研究を実施したことをきっかけとして、日常授業におい

ても、探究型学力を目指す授業改善が加速してきた。その成果を公開し、多くの参加者の

方々と議論し、ご意見やご指導をいただく機会として「立命館中学校・高等学校 公開授業

研究会」を毎年開催してきている。授業を中心とする教育活動の相互交流と地域の教育への

貢献を目指しての開催である。 

今年度の研究会は、6 月 20 日(木)に、「主体的・対話的で深い学びを目指した取り組み」

をテーマとして実施された。国語科、社会科、数学科、理科、英語科、道徳科の 5 教科から

9 クラスでの研究授業が公開された。授業後にはそれぞれの研究授業の合評会が行われ、そ

の後、「深い学習を促す授業デザインづくりとカリキュラム」をテーマに講師の先生をお招

きして記念講演を聴く機会を持った。 

SSH に関わる内容として、以下のような研究授業が行われた。 

 
・数学科（Grade12／高 3） 科目：数Ⅲ    単元：極限 

・理科 （Grade11／高 2） 科目：選択生物  単元：遺伝子の発現 

・英語科（Grade11／高 2） 科目：英語 2A  単元：iPS cells 

 
これらの研究授業の取組とその成果の要点をまとめるとともに、その際に作成した、授業

デザインシートを資料として、以下に掲載する。 

 
数学（数Ⅲ / 単元：極限） 

【対象生徒】3 年 6 組（SSG クラス）37 名 

【目的】 

本校では全校生徒が課題研究に取り組んでいる。課題研究の考察において、データを数学

的に分析することは必須であるが、数学的な考察に到達できない生徒もいる。これは数学が

生徒の日常や身の回りの現象と乖離したものとして捉えられてしまっているためである。

そこで、授業中や、教科書の中だけでなく、日常的に身の回りの事象について数学を通して

考えられる力を養い、数学を用いて主体的・対話的で深い学びができることを目指す。 

【取り組み内容】 

 「極限」の問題では抽象的な例が多いため、数学の良さを実感しづらく、日常的に（課

題研究の考察などで）関連付けて考えるまでに至りにくい。数学を日常的に使えるように

なるためには、他教科との関連性を持たせた教材を各単元で多く用いることが有効である

と考える。そこで、今回は多くの生徒が中学校で学習済みである、メンデルの遺伝の実験

の例を用いた。 

【成果（生徒の変容）】 

生物の内容での導入に戸惑う生徒もいたが、グループで話し合いながら遺伝の法則につ

いて理解を共有しあい、その性質から漸化式を導き出すことに成功したことで、数学と他

教科のつながりを意識させることができた。また、ほとんどの生徒において、感覚的な極

限(Q1 での仮設)と実際の計算(Q2)が真逆の結果で、驚きとともに数学の有用性を実感して

いた。 
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理科(生物）(選択生物 / 単元：遺伝子の発現) 

【対象生徒】2 年 4 組（SS コース）39 名 

【目的】 

 本授業で取り扱う「バイオテクノロジー」が社会に与えている影響は大きく、このテーマ

に関して基本的な知識を学んだあとに、生徒たちが各々に考え、意見交換を通して対話的な

学習が期待できる。また、多くの生徒は応用的な研究に意識が行きがちであるが、多くの基

礎研究の上に現在の様々な技術が生み出されていることを知る機会にもなる。専門的な知

識を入れた対話ができることは、科学技術者の素養にもつながる。 

【取り組み内容】 

 身の回りにある「バイオテクノロジー」にはどのようなものがあるかを考え、それらがど

のような技術を使って作られているかを教えあう。次に、バイオテクノロジーを用いて、ど

のようなことができるようになるか、作れるようになるかを想像する。班で意見を交換し、

全体に発表する。 

【成果（生徒の変容）】 

 いつもの授業スタイルとは異なる形の授業であったが、グループワークを通して、知識の

共有、復習を行えた。生徒からは、いつもよりも積極的に考えられたため、理解度が上がっ

たとの感想が多かった。対話を通して理解が高まり、生徒の深い学びの 1 つになった。 

 
英語 (英語 2A / 単元：iPS cells) 

【対象生徒】2 年 6 組（SSG クラス）31 名 

【目的】 

 自分の考えを持ち、それを発信し、多様な意見を認めながら、世界中の人とともに議論

できる力を英語授業を通して育むことを目的とした。今回は iPS 細胞を題材とした英文を

読み、それを踏まえて、①日本人科学者が発見した iPS 細胞の作製方法について英語で説

明ができるようになること②ES 細胞と iPS 細胞の違いを理解しそれに絡む倫理的な問題

に関して自分の意見を持ち発信できるようになること、の二点を目標とした。それに伴い

関連する単語やイディオムを習得した。 

【取り組み内容】 

ES 細胞と iPS 細胞作製に関する講義を聞き、その違いを理解する。パートナーにその作

成方法に関して即興でプレゼンテーションを行う。その後 ES 細胞と iPS 細胞の違いを表

で表しそれをもとに生命倫理に関してペアで考えたのちクラス全体での議論に発展させる。 

教員が話す時間と生徒の活動時間をおよそ 20%：80%に設定し、生徒同士の発話などの

主体的な取り組みを増やす。All in English で行う。 

【成果（生徒の変容）】 

 講義の後にプレゼンテーションが課せられていることで、生徒達は主体的に聞くことが

でき、質の良いインプットになった。また、ES 細胞と iPS 細胞の違いを探すことで与えら

れた英文を主体的に読むことができ、その後の議論につながった。生命倫理という大変難し

いトピックであったが、短い時間で自分の考えをまとめそれを発信し他者と共有できた。 
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立命館中学校・高等学校 

Grade12-6（高校 3 年 6 組）数学科 授業デザインシート 
 2019 年 6 月 20 日（木）５限  

１．単元名  数学Ⅲ 「極限」 

 
２．授業デザイン 

（１）テーマ「主体的・対話的で深い学び」へのねらい 

本校では全校生徒が課題研究に取り組んでいる。課題研究のテーマは自分たちで設定することになっ

ており、主体的な学びになりやすいと考えるが、考察においてデータを数学的に分析するところまで到

達できていない研究も多く見られる。これは数学が生徒の日常や身の回りの現象と乖離したものとして

捉えられてしまっているためである。そこで、数学の授業では、授業中や、教科書の中だけでなく、日

常的に身の回りの事象について数学を通して考えられる力を養い、それによって数学を用いて主体的・

対話的で深い学びができることを目指しており、今回の授業でもそのねらいを持って取り組む。 
（２）単元の目標  

 ・ 数列や関数値の極限について理解し、極限を求められること。 
・ 数列や関数の極限を事象の考察に活用すること。 

（３）単元観・教材観・生徒観 

高校数学における極限は直感的な求め方に頼ることも多いため、計算練習に偏りがちとなる。生徒自

身に性質や解き方を気付かせたり、問題に対してどうアプローチするかを考えさせたりということを大

切にしたい。そのために、生徒の関心が引き出されやすい問題や課題を示し、自分の意見を発表する場

面を設ける。 
対象クラスの生徒は、分らなかったときに周囲に気兼ねなく聞ける雰囲気ができているため、計算力

や理解力に不安がある生徒もいるが、互いに教え合いながら学んでいる。 
（４）単元の評価基準と評価方法 

 
Ａ．知識・技能 Ｂ．思考力・判断力 

・表現力 
Ｃ．主体的に学習に 

取り組む態度 
評

価

基

準 

・数列の極限を求められる 
・無限級数の和を求められる 
・関数の極限を求められる 
・中間値の定理を使うことが

できる 

・数列や関数の極限の概念に

ついて理解している 
・関数の連続性について理解

している 
・日常的な事象を数学的に表

現し、それらを考察できる 

・数列や関数の極限を考える

ことに関心を持っている 
・日常的な事象と数学を関連

付けて考えようとしている 

評

価

方

法 

・小テスト 
・提出プリント 
・定期考査 

・活動中の取り組み姿勢 
・小テスト 
・提出レポート 
・定期考査 

・活動中の取り組み姿勢 
・提出レポート 
・定期考査 

（５）単元指導計画（全 24時間） 

 ・数列の極限  （4 時間） 
 ・無限等比数列 （7 時間） 
 ・関数の極限  （5 時間） 

・三角関数と極限 （3 時間） 
・関数の連続性  （3 時間） 
・問題演習    （2 時間）

 

３．本時の展開 

（１）本時の目標 

 数列の極限を求める。【A：知識・技能】 
 事象を数式にする。【B：思考力・判断力・表現力】 
 数列の極限を用いて、事象の考察に活用する。【C：主体的に学習に取り組む態度】 
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（２）本時の授業構想 

 「極限」の問題では抽象的な例が多いため、数学の良さを実感しづらく、日常的に（課題研究の考察

などで）関連付けて考えるまでに至りにくい。数学を日常的に使えるようになるためには、他教科との

関連性を持たせた教材を各単元で多く用いることが有効であると考える。そこで、今回は多くの生徒が

中学校で履修済みである、メンデルの遺伝の実験の例を用い、数学の利便性感じさせ、今後様々な現象

で日常的に数学を用いて考えられる力を養う。優性遺伝と劣性遺伝については、生物の授業では多くて

第 3 世代までしか求めることはないが、漸化式を用いて n 代目の形質を求める。また、自家受精を繰り

返した場合（n→∞の時）について、形質の割合がどのようになるかを求める。 
（３）本時の展開（授業デザイン） 

 
学習内容・学習活動 授業者の働きかけ 

 
導 
入 
 

【遺伝の法則について】（10 分） 

メンデルの実験：エンドウの種子の表現型について復習 

キーワード｛遺伝子型、表現型、優性遺伝、劣性遺伝｝ 

・エンドウの種子の遺伝に

ついて、生徒に説明をさせ

て理解度を確かめる。様子

をみながら補足をする。 
 
 
 
展 
 
 
 
 
開 
 
 
 
 

【エンドウの自家受精】（35 分） 

Q.1 しわのエンドウの種子の割合はどうなっていくか？  

3 択で解答 A：増える B：減る C：変わらない 
・グループごとに話し合いをする。（3 分） 
・ボードに答えを書き、一斉に解答する。 
何グループかに理由を発表させる。（2 分） 
 

Q.2 しわのエンドウの種子の割合を計算してみよう （20 分） 

・雑種第 1 代の個数を 250、第 2 代の丸型を 750、しわ型を 250
として、第 4 世代までの表現型の個数を表にまとめる。 
・様子をみながら𝑛𝑛代目の RR, Rr, rr の数を𝑎𝑎𝑛𝑛, 𝑏𝑏𝑛𝑛, 𝑐𝑐𝑛𝑛として漸化

式を立てるというヒントを与える。 
  𝑎𝑎𝑛𝑛+1 = 4𝑎𝑎𝑛𝑛 + 𝑏𝑏𝑛𝑛 𝑎𝑎1 = 0 𝑏𝑏𝑛𝑛 = 2𝑛𝑛−1 

Q.2 の発表 （7 分）  

グループの代表 1 名×2 グループが意見を発表する。 
 

補足 （3 分） 

雑種の数を用いて求める方法でも求まることを補足する。 
（全体ｰ雑種）÷2＝しわ 

・第 2 世代では丸としわの

比率は 3：1 となる。この

ことから、だんだん減って

いくという予想を立てるグ

ループや、そうではないと

考えるグループがいると予

想される。 
 
 
・個数を漸化式で表すこと

で、極限を使えば割合がど

うなっていくのかを考えら

れることを気付かせる。 
・指数や漸化式の取り扱い

について必要であれば補足

する。 
 
・雑種（Rr）の個数からも

考えられることを気付かせ

る。 

 
ま

と

め 
 

【感想・気づき】（5 分） 
・本時の感想 
・考えが変わったポイント（何の作業か、誰の意見かなど） 
・ほかにどのような極限を求めたいか 
についてワークシートにまとめる。 

本時の授業内だけで内容を

完結させてしまわないよう

に、それぞれのアイデアや

求めてみたい極限について

考えさせる。 
 
４．本時の評価 

・遺伝の形質発現を漸化式で表すことができるか。 
・数列の極限を求めることができるか。 
・その他の事象についての極限に興味を持ったか。 
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立命館中学校・高等学校 

Grade11-4（高校 2 年 4 組）理科 授業デザインシート 
 2019 年 6 月 20 日（木）５限 

 
１．単元名   

第 3 章 第 4 節「バイオテクノロジー」（生物 数研） 
２．授業デザイン 

（１）テーマ「主体的・対話的で深い学び」へのねらい 

 バイオテクノロジーとは、第四版生物学辞典（岩波書店）によると『（生物工学、英 biological 
engineering、bioengineering、仏 biotechnologie、独 biologische Technik）一般に生物を対象とした工

学。生物学・医学と工学との境界領域に位置し、微生物を中心とする生物のもつ機能そのものを工学的

に利用するいわゆるバイオテクノロジーとは異なる。医用工学・補綴工学・人間工学・生物のもつ機

能・機構を物理・化学的なそれに応用するバイオニクス（bionics）などの諸分野を含む。それらの分野

の研究は必然的に生物体の構造および機能の工学的分析に関係するが、それもまたしばしば生物工学と

よばれる。』となっている。広義においては「生物を使う、生物の性質を利用する、生物を模倣して何

かに使う」、教科書においては「遺伝子を操作すること」（遺伝子工学）を指していると考えることがで

きる。遺伝子工学の発達が生物学の発展に大きく寄与していることは事実であり、教科書においてはそ

の点を強調するために、バイオテクノロジー≒遺伝子工学としている。しかし、実際にはバイオテクノ

ロジーの定義はかなりファジーであるため、生徒たちの自由な発想力を刺激できる。より良い生活や

SDGs に関する解決策をバイオテクノロジーを起点に考えることができる。グループワークを通して、

バイオテクノロジーについての考えを深めていく。 
（２）単元の目標  

 これまでに学習した、遺伝子、タンパク質、発現、転写、翻訳などの専門用語の理解と定着。それら

の知識の上に、身近なバイオテクノロジーを発見できること。また、バイオテクノロジーが近年重要視

されている理由について考え、さらにバイオテクノロジーで実現できそうなことについて想像する。 

（３）単元観・教材観・生徒観 

高校 1 年時の生物基礎において転写・翻訳の仕組みを学んでおり、さらに真核生物と原核生物の遺伝

子発現のしくみ、一遺伝子一酵素説を学習したばかりである。それらを理解した上での発展的な学習に

なるため、やや難しい。近年、バイオテクノロジーという言葉を聞く機会が多く、他の科目等でも触れ

ることがあるため、学習は取り組みやすい。本クラス（39 名）は生物基礎を履修後、理系特講１として

生物（前）を選択している。私語も少なく、きちんと板書をとり、ペアワークもできる。生物学の知識

や思考力の到達度としては、生徒によってさまざまであり、個々にサポートが必要であるが、授業は大

変しやすいクラスである。他クラスと比較して、あまり意見が多くでるクラスではない。 

（４）単元の評価基準と評価方法 

 
Ａ．知識・技能 Ｂ．思考力・判断力 

・表現力 
Ｃ．主体的に学習に 

取り組む態度 
評

価

基

準 

バイオテクノロジーに関連す

る基礎知識を理解できる。 
学習した知識と身近なバイオ

テクノロジーを結び付けて表

現することができる。 

自分の意見を述べること、グ

ループで協力してプリントを

完成させること。 

評

価

方

法 

提出プリントの記述内容 提出プリントの記述内容 
議論の様子 
発表内容 

提出プリントの記述内容 
議論の様子 
発表内容 
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（５）単元指導計画（全 14 時間） 

 ・第 1 節 DNA の構造と複製 4 時間 ・第 2 節 遺伝情報の発現 4 時間 
・第 3 節 遺伝子の発現調節 3 時間  ・第 4 節 バイオテクノロジー 3 時間（本時、3 時間目） 

３．本時の展開 

（１）本時の目標 

 専門用語の理解。遺伝子組換え生物の作り方の復習。身近なバイオテクノロジー（広義・狭義）がど

のような経緯で使われているかを理解し、将来どのような素晴らしい物がバイオテクノロジーで可能に

なるかを想像し、発表する。一般的に応用研究が注目されがちであるが、応用研究や生活を豊かにする

技術の根本には基礎研究があることを意識できるようになってほしい。 
（２）本時の授業構想 

 今まで学習した内容を振り返り、正しい用語の定義や使い方を身につける。学んだことをさらに発展

させる、そこから自由な発想をすることにチャレンジする。他者の意見を聞き、新しい視点を発見し、

さらに考えを深める活動をする。 
（３）本時の展開（授業デザイン） 

 学習内容・学習活動 授業者の働きかけ 

 
導 
 
入 

・バイオテクノロジーの定義 
・生命系・生物系の研究とバイオテクノロ

ジーの関係 
・用語の復習         【10 分】 

バイオテクノロジーとは（発問）。 
全体の流れを説明する。 
☆バイオテクノロジーの発展が生物学の目覚まし

い発展に寄与している。生物への理解が進めば、

私たちの生活が豊かになる一因となる。 
 
 
 
展 
 
 
 
 
開 
 
 
 
 

・身の回りのバイオテクノロジーをピック

アップする（2 名 1 班）。 
・各班で出た項目のどのような点がバイオ

テクノロジーに関係しているのか考え

る。【3 分】  
 
・4 名 1 班に合体して、上記で出た内容を

シェアする。 
・どういう生物の働きやそこから得た技術

を使っているのかを話し合う。【5 分】 
 （まなボード使用） 
・班で考えた内容を一部発表する。【5 分】 
 
・未来のバイオテクノロジーを使ったもの

について想像し、グループで意見をまとめ

る。【5 分】 
・8 人 1 班に合体して、意見交換、さらに

議論を深める。【4 分】 
・発表【1.6 分×5 班＝8 分】 
・コメント【2 分】 

ヒントを与える。食べ物（発酵食品・野菜） 
 
巡回。困っている班には、少しヒントを与える。 
できるだけ、自分たちで思いつくように仕向け

る。例を 1 つ示す。 
☆間違った内容であっても、教員からは間違って

いるとの指摘は控える。班で、当てはまらないか

どうかも相談する。 
☆まなボードで書きながら相談するように指示。 
意見がまとまったらプリントに記入 
内容についてコメントする。 
次の作業について説明する。 
 
巡回。困っている班には、アドバイスを与える。 
 
発表内容についても相談する。 
 
 
発表内容に関してコメントする。 

ま

と

め 

プリントに記入する【5 分】 
予備数分 
 

自分の参加度や理解度を振り返らせる。 
 
 

 
４．本時の評価 

・提出プリントの内容 ・発表内容 ・グループワークの様子 
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立命館中学校・高等学校 

Grade11-6（高校 2 年 6 組）英語科 授業デザインシート 
 2019 年 6 月 20 日（木）５限 

 
１．単元名 

Lesson 7 『iPS cells』 (ELEMENT English Communication Ⅱ / 啓林館) 
 
２．授業デザイン 

（１）テーマ「主体的・対話的で深い学び」へのねらい 

 様々な問題の解決が求められるこれからの社会において、生徒たちには自分の考えを持ち、それを発

信し、多様な意見を認めながら、世界中の人とともにその解決に向かって努力をする力を育んでほしい

と願っている。授業で扱う英文を通して、得た知識を他者へ正しく伝える力や自ら疑問と意見を持ちそ

れを発信する力を養うとともに、多様な意見を認めあう集団を形成できるよう、発話を促す活動を多く

取り入れている。 
 
（２）単元の目標 

①再生医療をめぐってどのような議論があるか、iPS 細胞とはなにか、またその作製方法とは、それ

によって医療がどう変わっていくか、現在どのような研究が進んでいるかについて理解する。 
②生命科学の最先端で働く山中教授の業績と考え方を通して、自分自身がどのようにこれからの国際

社会に貢献していけるか、していきたいかについて考える。 
③iPS 細胞と ES 細胞の違いを理解し、科学技術の発展と生命倫理に絡む複雑な矛盾に関して自分の

意見を持ちそれを発信する。 
 

（３）単元観・教材観・生徒観 

2 年 6 組は SS（理系）コースの中の Super Science Global Class(SSG クラス)であり、高校 2 年生、

3 年生で 1 クラスずつ編成され、海外科学研修や海外校受け入れ事業において中心になって活躍する生

徒を養成するクラスである。現段階の生徒たちの英語運用力は様々であり、クラス内での発話に差はあ

るが、全員が前向きに授業に向かうことができている。 
今回は特に日本人研究者の山中伸弥博士が発見した iPS 細胞を扱う Lesson であるため、生徒たちが

今後の実際の英語使用場面においても、iPS 細胞作製について英語で説明できること、生命倫理に関する

問題について自らの意見を持ち発信できることを目標とし、講義を聞かせた後に活動を組み合わせるこ

とでそれを可能にしたい。 
 
（４）単元の評価基準と評価方法 

 
Ａ．知識・技能 Ｂ．思考力・判断力 

・表現力 
Ｃ．主体的に学習に 

取り組む態度 
評

価

基

準 

・英文の内容を理解しパート

ナーに自分の言葉で説明する

ことができる 
・新出単語と Idiom の意味と

使用場面を理解し、表現時に

取り入れることができる 

・科学技術の発展と生命倫理

に関して独自の観点をもちそ

の内容をまとめられる 
・適切に考え自分の言葉で表

現したり、他者の意見を取り

入れ共有することができる 

・講義を主体的に聞くことが

できる 
・授業内で積極的に発話でき

る 
・ペアワークに積極的に取り

組める 
評

価

方

法 

ペアプレゼンテーション 
（発表時の姿勢、聴衆として

の姿勢） 
小テスト 

エッセイ課題 取り組み状況の観察 
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（５）単元指導計画（全 3 時間） 

 ・新出単語、Idiom の確認、山中伸弥博士の経歴、iPS 細胞発見に至るまで（第 1~３パラグラフ） 
・iPS 細胞作製方法、ES 細胞と iPS 細胞の違いについて（第 4~7 パラグラフ）【本時】 
・山中博士の思い（第 8~9 パラグラフ）、関連文法、まとめ 
 

３．本時の展開 

（１）本時の目標 

①日本人科学者が発見した iPS 細胞の作製方法について英語で説明ができるようになること②ES 細

胞と iPS 細胞の違いを理解しそれに絡む倫理的な問題に関して自分の意見を持ち発信できるようになる

こと、の二点を目標とする。それに伴い関連する単語やイディオムを習得する。 
 
（２）本時の授業構想 

「アウトプットを意識させながらインプットを行う」ことは活動を主体的にし、また論理的思考力を養

うためにも非常に有効であると感じており、授業内では「読んだ内容について話す」また「聞いた内容に

ついて書く」といった、複数の技能を統合させた活動を意識して行う。教員が話す時間と生徒の活動時間

をおよそ 20%：80%に設定し、生徒同士の発話などの主体的な取り組みを増やす。 
 
（３）本時の展開（授業デザイン） 

 学習内容・学習活動 授業者の働きかけ 

 
導 
 
 
入 
 

・前時の復習 
・新出単語 
・新出 Idiom 
 
・iPS に関する知識調査 
 

・テンポよく進める 
・できるだけ自然なスピードでの発話を心掛ける 
 
 
・PPT を使用しながら視覚情報を与える 
 

 
 
 
展 
 
 
 
 
開 
 
 
 

・ES 細胞作製についての講義を聞く 
 
・iPS 細胞作製についての講義を聞く 
（メモを取りながら聞く） 
 
・QA に答える 
・ペアで QA の内容を確認する 
 
・iPS 細胞の作成方法に関してペアでプレ

ゼンテーションを行う 
 
・生命倫理についてペアで考える 

・様々な表現を用いながら分かりやすく説明する 
 
・重要な箇所は繰り返し言葉を変えて説明を行う 
 
・PPT を使用しながら視覚情報を与える 
 
・新出単語や Idiom を効果的に使用する 
 
・机間巡視をしながら個別指導を行う 
 
・机間巡視をしながら発話の少ないペアにヒント

を与える 
 
ま

と

め 
 

 
・クラス全体で本時の授業内容に関して共

有する 
 

 
・生徒の発話を促す 
・エッセイ課題についての説明を行う 
・まとめの講義を行う 

 
４．本時の評価 

・授業内での講義を主体的に聞き、そこから得られる知識を活用しようとする態度が見られる 
・ペアワークに積極的に取り組み、聞き手を意識した発話、話し手を意識した聞き方ができている 
・生命倫理にかかわる問題に対して自分の意見を持ち、英語で表現できている（エッセイ課題） 
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④実施の効果とその評価 
 第 4 期 SSH 指定においては、以下の 5 テーマを軸として研究開発を行ってきた。5 年間

の取組の中で得た成果をテーマ毎にまとめる。 

（Ⅰ）理数系グローバル人材育成のための国際ネットワークの活用の研究 

第 4 期 SSH 指定においては、これまでの SSH 研究開発で培ってきたネットワークを土

台として、その拡充と質的な発展に取り組み、次のような成果を得た。 

令和元年度の海外科学研修では、16 コース 84 名を派遣した（18 コースの設定をしてい

たが、新型コロナウィルス感染拡大防止のための学校閉鎖に伴い、年度末の 2 コース 20 名

の派遣が中止された）。SSH 主対象生徒である SSG クラスの生徒は、全員が英語による研

究発表を口頭で行う場を設定し、Japan Super Science Fair（JSSF）においては、全員が

ポスター発表を行った。海外で研究発表を行った生徒は 31 名であった。 

第 4 期における海外サイエンス・フェア等での主な成果としては次のようなものがあげ

られる。 

STEP NUS Sunburst Brain 
Camp（シンガポール） 

･Research Paper 2nd Place 

･Research Presentation 3rd Place（平成 28 年度） 

･Research Paper 1st Place 

･Research Presentation 3rd Place （令和元年度） 

MWITS Science Fair 2015 
（タイ） 

･Excellent Performance in Oral Presentation  

･Excellent Oral & Poster Presentation 

（平成 27 年度） 

KSA Science Fair 2015（韓国） ･Gold Prize          （平成 27 年度） 

11th International Students 
Science Fair （オーストラリア） 

･Commendation Certificate for Oral Presentation  

（平成 27 年度） 

13th International Students 
Science Fair （韓国） 

･Excellent Poster Presentation 賞（平成 29 年度） 

14th International Students 
Science Fair （USA） 

･Most Ambitious Research 賞（平成 30 年度） 

KSA Science Fair 2019（韓国） Excellent Project Presentation（令和元年度） 

第 4 期においては、「国際共同課題研究」の取組を積極的に行ってきた。海外の生徒と研

究に関しての日常的な意見交換を行い、共同で研究を進める経験から、広い視野や異文化間

での対応力が高められ、リーダーシップにつながるものと考える。今年度、本校生徒が実施

した国際共同課題研究は以下の通りである（科学技術人材育成重点枠での実施分も含む）。 

相手校 国／地域 研究テーマ 

Korea Science Academy of KAIST  韓国 大気の厚さによる太陽スペクトルへの影響 

Mahidol Wittayanusorn School タイ イネの塩害 

Mahidol Wittayanusorn School タイ 緑茶の抗酸化作用 

National Junior College シンガポール ヒートアイランド 

National Junior College シンガポール 生物による水質浄化 

Shawnigan Lake School カナダ カナダと日本における外来種と在来

種の水草の比較 
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Chitralada School タイ 比色定量法によるアブラナ科の植物

のイソチオシアネート含有量の比較  

高雄高級中学  台湾 プラナリアの再生とその可能性 

 
（Ⅱ）国内校、海外校、理数系大学・研究所さらにグローバル企業も含めたコンソーシアム

型の大きな教育ネットワークの構築とその活用に関する研究 

第 4 期においても、国内のネットワークの拡充に力を注いできた。大学、研究所、科学

館、企業等のお世話になり、多くの有益な連携が行えた。課題研究の他に、Japan Super 

Science Fair、One Day Workshop、SS Challenge 等の企画においても協力を得て、生徒の

興味関心を高めることや研究の充実を得ることが出来た。 

以下が、第 4 期においてお世話になった大学、研究所、科学館、企業である。 

［大学］ 

立命館大学・大阪大学・京都大学・大阪教育大学・平安女学院大学・東京大学 

東京工業大学・北海道大学・京都府立大学・お茶の水女子大学 

［研究所］ 

核融合科学研究所・京都大学霊長類研究所・SPring-8・奈良先端科学技術大学院大学 

理化学研究所・京都大学 iPS 細胞研究所 CiRA・物質材料研究機構・CYBERDYNE 

宇宙航空研究開発機構・地球環境産業技術研究機構・北海道大学苫小牧研究林 

［科学館］ 

京都大学総合博物館・札幌市立青少年科学館・日本科学未来館・国立科学博物館 

国立天文台・旭山動物園・京都府立植物園・京都絞り工芸館・琵琶湖博物館 

［企業］ 

ローム株式会社・株式会社堀場製作所・月桂冠株式会社・NISSHA 株式会社 

株式会社 SCREEN ホールディングス・株式会社ユーシン精機・大阪ガス株式会社 

オムロン株式会社・日本新薬株式会社・サントリーホールディングス株式会社 

京セラ株式会社・三菱自動車工業株式会社 

 
（Ⅲ）理科・数学の融合科目等の開発と高大連携を中心とする理数学習の高度化の研究 

教育課程内における研究開発としては、高校 3 年での学校設定科目「生命科学」「理系地

学Ⅱ」を中心に開発を行ってきた。教育課程外では、数学セミナー等の取組を行い、生徒の

興味関心や理数学習の高度化を目指してきた。また、高大連携企画として、SR センター高

校生実習や R-TOP プログラム等、高度な内容の学習を行う企画を継続して実施してきた。 

 
（Ⅳ）国際舞台で必要な科学コミュニケーション能力の育成のための研究 

 科学教育における英語によるコミュニケーション能力育成について、第 3 期までに「自

らの科学研究の内容をプレゼンテーションすること」「質疑応答に答えること」が、ほぼ達

成出来ていた。第 4 期については、より高度と考えられる「国際舞台でリーダーシップをと

れる」「国際的な研究発表の場で積極的に挙手し質疑を行うことが出来る」力の育成に取り

組み、おおよそ目標は達成出来たと考える。 
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研究発表を英語で行うことによって、研究の精緻化が図られ、生徒の満足感も向上してい

る。そのことが将来の国際舞台での活躍のきっかけになっていることが、卒業生調査から窺

える。 

TOEFL-ITP®スコアについては、令和元年度卒業生の 6 回の受験のベストスコア平均が

491 点であり、日本の大学生の平均点 464.8 を大きく上回っている。 

 
（Ⅴ）高い学力と能動的学習能力を育むための全校生徒による課題研究の推進とアクティ

ブラーニング等を中心とする授業改善に向けた研究 

 第 3 期までは課題研究を SSH 主対象生徒のみに課していたが、第 4 期においては、課題

研究の取組を全校生徒（一部コースの生徒を除く）へ広げることを行った。探究的学力の伸

長が、高校時代の学習へのモチベーションと大学以降の研究活動に大きく好影響を与えて

いると考えたからである。そのことにより、課題研究に関わる教員数が増え、課題研究指導

についての手法の蓄積が進んだことと、アクティブラーニングを意識した授業を行う教員

が増加したことが、教員への大きな変容である。それらの成果を対外的に発表するために毎

年開催している「立命館中学校・高等学校公開授業研究会」において、SSH に関わる科目

での研究発表も多く行われた。 

 
これらの成果による生徒の変容を 2 つの調査から考察する。 

一つは、2012 年度より毎年、SSH 主対象生徒のクラスである SSG クラス生徒を対象に

実施している「科学への認識調査（PISA2006 と同じ内容のもの）」の結果から、生徒が SSH

事業に参加したことにより得られた変容について考察を行う。 

もう一つは、卒業生調査によって卒業後に SSH 事業の取組がどのように影響している

のかを考察する。 

 
＜科学への認識調査＞ 

 この調査は、PISA による科学的リテラシーを中心とした 2006 年の調査と同様のものを

大阪教育大学の先生の指導のもとで本校 SSG クラス生徒を対象として 2012 年度より行っ

ているものである。 

 「PISA 2006 科学への認識調査」は、科学的リテラシー能力の獲得の重要な背景である

「科学への認識（と態度）」の調査を目的として実施されたものであり、生徒自身の科学に

対する態度と取り組みについて、設定された科学認識への各因子尺度と、獲得された科学的

リテラシー得点と関連づけを分析した。各因子尺度は以下の通りである。 

尺度Ⅰ 科学に関する全般的な価値 

尺度Ⅱ 科学に関する個人的価値 

尺度Ⅲ 生徒の理科学習における自己評価 

尺度Ⅳ 科学の楽しさ 

尺度Ⅴ 理科学習における道具的有用感 

尺度Ⅵ 生徒の科学に対する将来志向的な動機づけ 

尺度Ⅶ 科学に関する全般的な興味・関心 

尺度Ⅷ 生徒の科学における自己効力感 
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尺度Ⅸ 生徒の科学に関連する活動 

尺度 XI 環境問題に関する認識 

 
【アンケート対象生徒数】 

 

 

 

 

 

 
 アンケート結果の中で、全体的な特徴を捉えたものが次のグラフである。高校 2 年、3 年

全員の肯定度（4 件法のため、上位 2 項目の回答をした生徒の割合）を表したものである。 

 

尺度Ⅰ

科学に

関する

全般的

な価値

尺度Ⅱ

科学に

関する

個人的

価値

尺度Ⅲ

生徒の

理科学

習にお

ける自

己評価

尺度Ⅳ

科学の

楽しさ

尺度Ⅴ

理科学

習にお

ける道

具的有

用感

尺度Ⅵ

生徒の

科学に

対する

将来志

向的な

動機づ

け

尺度Ⅶ

科学に

関する

全般的

な興

味・関

心

尺度Ⅷ

生徒の

科学に

おける

自己効

力感

尺度Ⅸ

生徒の

科学に

関連す

る活動

尺度XI 

環境問

題に関

する認

識

H27全体(n=68) 94.7% 75.3% 40.4% 63.8% 72.4% 60.3% 60.8% 68.6% 14.5% 88.7%

H28後期全体(n=67) 97.6% 84.2% 43.3% 75.5% 78.8% 67.2% 74.1% 72.9% 25.4% 87.8%

H29後期全体(n=68) 96.4% 86.8% 36.8% 51.6% 78.8% 64.0% 68.8% 68.1% 13.2% 85.4%

H30後期全体(n=69) 95.9% 93.7% 45.2% 76.5% 81.8% 69.9% 76.1% 73.7% 17.0% 92.2%

R01後期全体(n=67) 98.5% 96.4% 64.9% 81.8% 91.9% 79.5% 79.5% 78.9% 25.9% 96.8%

OECD平均 85% 63% 55% 57% 61% 29% 49% 63% 12% 82%

日本 81% 55% 22% 45% 42% 21% 45% 49% 6% 84%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

肯
定
度

全体 H27 vs H28 vs H29 vs H30 vs R01比較

年度 高校 2 年 SSG クラス 高校 3 年 SSG クラス 
平成 27 年度 34 34 
平成 28 年度 37 30 
平成 29 年度 39 37 
平成 30 年度 40 34 
令和元年度 30 37 
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分析をいただいた先生からは、以下のような評価をいただいた。 

 
全般的状況 

・PISA2006 における OECD 平均、日本平均値を全ての項目で上回っており、SSH の取組

全体として良好な状況が実現されていることが伺える。 

・今年度初めて、立命館高校における尺度(Ⅲ)生徒の理科学習における自己評価が、OECD

平均を上回った。 

・職業選択にかかわる尺度(Ⅵ)において、２，3 年生ともに、OECD 平均を約 50 ポイント

上回っており、学習と将来選択が結びついている。 

・昨年度に比して、10 項目で科学への認識の尺度が向上した(最大 20 ポイント)。 

・過去 4 年間において、今年度に 10 項目が最高のポイントになっている。 

個別状況 

・科学に対する重要性を認識している尺度(Ⅱ)が年度を追って、増加しており主体的に取り

組む意義に結びついていることが伺える。 

・道具的有用感に関する尺度（Ⅵ）も向上しつづけており、同様に主体的に取り組む意義を

認識していることが伺える。 

 
［考察］ 

 上記の評価に

加え、この 5 年

間、どの尺度に

おいても肯定度

がほぼ順調に伸

びていることか

ら、SSH 事業の

進展が窺える。 

 右のグラフか

ら分かるよう

に、現高 3 生徒

の高 2 からの伸

びについて、全

ての尺度で増加

している点と、

と り わ け 、

OECD や日本の

平均が低い以下

の 3 項目で大き

く伸びているこ

とが分かる。 
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尺度Ⅱ
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け

尺度Ⅶ

科学に
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全般的

な興

味・関

心

尺度Ⅷ

生徒の

科学に

おける

自己効

力感

尺度Ⅸ

生徒の

科学に

関連す

る活動

尺度XI 

環境問

題に関

する認

識

H30後期 2-7(n=36) 97.8% 92.8% 49.1% 83.4% 83.4% 70.0% 79.6% 77.9% 16.2% 96.3%

R01後期 3-6(n=37) 98.9% 97.3% 68.5% 86.5% 94.6% 85.1% 86.1% 81.4% 30.2% 96.1%

OECD平均 85% 63% 55% 57% 61% 29% 49% 63% 12% 82%

日本 81% 55% 22% 45% 42% 21% 45% 49% 6% 84%

0.0%

20.0%
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肯
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H30 SSG2年後期→ R01 SSG3年後期
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尺度Ⅲ 生徒の理科学習における自己評価  19.4 ポイント↗ 

尺度Ⅵ 生徒の科学に対する将来志向的な動機づけ  15.1 ポイント↗ 

尺度Ⅸ 生徒の科学に関連する活動   14.0 ポイント↗ 

特に、尺度Ⅲは OECD 平均に比べ、日本の平均が著しく落ち込んでいる項目である。尺

度Ⅲ「生徒の理科学習における自己評価」は、日本の生徒は謙虚な生徒が多く、自らの力を

低く評価する傾向にあるからだと言われてきている。ただ、今回初めて OECD 平均を上回

ったことについて、高 2 から高 3 への伸びが大きかったことに加え、現高 2 の肯定度も高

いことが要因である。尺度Ⅱ「科学に関する個人的価値」、尺度Ⅳ「科学の楽しさ」等も高

い肯定度を示していることからも、SSG クラスを選択する生徒への SSH の取組のアピール

や、先輩の姿を見てより質の高いものを求める生徒のモチベーション向上が働いているの

ではないかと考察している。あるいは、社会の変化により「探究活動」が重視されてきたこ

とで、SSG で重視してきた課題研究に対して、生徒自身が確信を持ててきているため自己

評価を向上させてきた可能性もあるかもしれない。もちろん、単にテスト内容等が易しくな

ってしまっていることから肯定度が上がっている可能性も疑わなければならず、正確には

毎年同じ内容での学力調査等が必要とも言えるが、英語の TOEFL ITP®スコアの向上につ

いては確かな結果が得られているので、理科に関しても一定の向上が見られているものと

考える。 

 
＜卒業生調査＞ 

4 期 18 年間の SSH 研究開発を行ってきており、SSH 主対象生徒としての卒業生を 15 学

年 430 名送り出している。その動向を知るため、これまでに数回の卒業生調査を行ってい

る。今年度が第 4 期の最終年度ということで、卒業生調査を実施した。調査は、2 種類あり、

全員へのアンケート調査（ただし、初期の卒業生は連絡の取れない者も多い）と、20 数名

へのインタビュー調査である。 

全員へのアンケート調査について、回収は約半数の 207 名であった。その内、すでに大

学を卒業している者は 123 名。この 123 名の内、大学院への進学者は 72 名（59％）、また

その中で博士課程まで進学したものは 12 名（10%）である。この中ですでに博士学位を取

得している者は 3 名（加えて、未回答者のうち 2 名取得済み）である。また、あと 1、2 年

のうちにさらに 5 名程度が学位を取得する見込みである。 

123 名の中で、就職先を記載した卒業生は 82 名で、そのうち、名称や職種等から判断し

て理系の仕事についていると予測できるもの者は 52 名（66％）であり、主なものをあげる

と、以下の通りである。 

大学・研究機関 立命館大学教員 3 名（講師 1、助教 1、研究員 1）、理化学研究所 1 名 

企業      トヨタ自動車株式会社、株式会社東芝、株式会社島津製作所、ローム

株式会社、日本電産株式会社、その他複数の製薬会社等 

公務員     国交省地方整備局 

その他     医師、中高教員（数学・理科）、ベンチャービジネス等 

 
また、上記の 52 名以外でも、理系の学部を卒業した後に日本大使館一等書記官や財務省

にて税関の仕事をしている者等、理系の素養を活かして仕事をしている者がいる。 
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アンケート調査から読み取れる活躍の状況として、大学以後で国際的な取組を尋ねた項

目では、83 名が留学、国際学会での発表、海外研修、海外での調査等、国際的な取組を行

っており、そのうち中長期の海外留学をしたものは 34 名であった。 

高校時代の SSH での取組全般、課題研究、海外研修、JSSF について、有益であったか

を尋ねた項目では、次のような結果であった。 

また、「将来、国際舞台で活躍したいと思うか」を尋ねた項

目では、「たいへん思う」57 名、「思う」97 名、「あまり思わ

ない」42 名、「思わない」11 名、「将来、人のために貢献した

いと思うか」を尋ねた項目では、「たいへん思う」137 名、「思

う」59 名、「あまり思わない」9 名、「思わない」2 名という

結果であった。 

アンケート調査と並行して、特に活躍をしていると考えら

れる卒業生 20 数名へインタビュー調査を行った。その中から

20 名と 1 団体を選んで、卒業生の活躍を伝える冊子「立命館

高等学校 SSH Beyond Borders」を作成した。 

インタビューの中で、高校時代の JSSF や海外研修、数学、

理科、英語等の授業、数学セミナー等の取組や発表活動が現

在の活躍につながっていると多くの卒業生が述べている。以下は、その中の一部である。 

 
・高校時代の勉強で現在に活かされているものを考える時、つくづく思うのは発表力ですね。プレ

ゼンテーション能力。 

・国を背負うっている気持ちも大切です。正直、その時は「ふーん」ぐらいにしか思ってなかったん

ですけど、今となると、その意識を教えてもらっていたことが全然違うと思います。 

・論理的思考力。仮説を持って、それに対して検証するとか、仮説を持って、正解が出るまでやり

抜く力みたいなものは、研究であったり、他の教科であったり、立命館高校のカリキュラムならでは

のところで養われていたと思います。 

・世界のことをもっと知りたいという大きなベースを作ってもらえたのがＳＳＨの活動だったと思いま

す。 

・高校時代に得たもので、今も役立っているものは、「質問する力」です。質問しようという意識を常

に持って人の話を聞くことで、相手の発言内容への理解は大きく変わってきます。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SSHでの取り組み全般

課題研究

海外研修

JSSF

たいへん有益だった 有益だった あまり意味がなかった 意味がなかった
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また、以下のように、国際的な活躍や世界の人々のために貢献したいという高い意欲を感

じるものが多かった。 

 
・僕の研究が世の中の役に立ってるものだっていうことでフィードバックしていくことを大事にしたい

と思っています。 

・自分が研究などで作っているものが、世の中でどんどん役に立っていく、広まっていく、そういうも

のを作っていけるっていうのが夢ですね。 

・私に向いている仕事は、目の前の人たちに、その人たちが幸せな生活を送れるためのＩＴサービ

スを開発することなのかなって思っています。 

・シンプルに、世の中の役に立ちたいということが、将来の夢です。開発途上国の経済成長に携わ

れるような仕事を通じ、世の中の役に立てればと思っています。 

・夢は、人の役に立つものを作って、世界に広げたいということです。途上国とかで物作りに困って

いる人がいれば、それを助けられる仕事がしたいと思っています。 
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⑤SSH 中間評価において指摘を受けた事項のこれまでの改善・対応状況 

昨年度の中間評価で、以下の評価と講評をいただいた。 

１ 中間評価の結果 

優れた取組状況であり，研究開発のねらいの達成が見込まれ，更なる発展が期待される 

２ 中間評価における主な講評 

○ 国際共同研究や海外校の教師との情報交流、JSSF（Japan Super Science Fair）など海

外とのつながりや深まりを目的とした国際的な科学教育の推進に成果を上げており、大変

評価できる。 

○ 全校規模での課題研究について、上級生や下級生、大学、卒業生などの縦のつながりや、

理数系と人文系や国際系などの横のつながりの工夫を行い、生徒主体の課題研究の学びが

設計されていることは大変評価できる。また、Math セミナーなどによって作成した教材

を公開するなど普及の取組が望まれる。 

○ 課題研究室を設けるなど生徒による継続的な実験・観察ができる環境整備を行っている

ことは大変評価できるが、課題研究そのものに充てる時間数の増加やテーマ設定時期、場

所などの工夫が望まれる。 

○ 大学教員との学部懇談会が設定され、大学とも緊密に連携をとる体制を整え、新しい企

画などの提案や要望を出し合う仕組みができていることは大変評価できる。 

○ 科学系コンテストへの一層の参加や卒業生の追跡調査の充実が望まれる。また、自己評

価票で校内体制の強化、ルーブリック評価の研究や海外との共同課題研究の推進、企業訪

問の取組の促進などを課題項目として上げており、今後の改善が望まれる。 

３ これまでの改善と対応状況 

 講評の中で、評価をいただいた国際的な科学教育の推進に関して、平成 30 年度は「科学

技術人材育成重点枠」の指定を受けられず規模を縮小したものの各方面の支援と工夫によ

り JSSF を継続することができた。令和元年度は重点枠の指定を受け、22 カ国・地域から

海外 34 校 128 名，国内 10 校 22 名の高校生の参加を得て、過去最大の参加校数による JSSF

を開催できた。特に、「国際共同課題研究」を海外校・国内校と連携して約半年間取り組み、

JSSF でその成果を発表できたことは大きな前進であったと考える。また、今年度で第 11

回を数える「科学教育の国際化を考えるシンポジウム」を 2 月に開催し、全国の教育関係者

に対してこれまでの成果や実践のノウハウなどを共有した。 

課題研究そのものに充てる時間数やテーマ設定時期に関しては、現在、カリキュラムの見

直しを図っており、課題研究の時間数を増やし高校 3 年間の系統的かつ教科横断的な探究

力の育成を目指すことを計画している。同時に、各教科において課題研究につなぐための探

究手法の習得（論理や統計、科学英語など）を取り入れ、作品や発表をブラッシュアップす

る時間を確保することを計画している。 

科学系コンテストの参加については、昨年度より海外のコンテストも含めて積極的に参

加し、JSEC での協力社賞の受賞、化学グランプリ 2018 での金賞等の実績を残した。今年

度は、新たにこれまでの卒業生への大規模な追跡調査を実施しており、高校生に対する有効

な働きかけの分析などを行ってきた。 

 本校の SSH 事業の普及については、課題研究収録、科学英語授業教材集、シンポジウム

報告書、JSSF 報告書等を作成し、公開する努力を行ってきた。 
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⑥校内における SSH の組織的推進体制 
校内の校務分掌の一つとして「SSH 推進機構」を設置している。SSH 推進機構は、毎年

15 名前後の教職員で組織し、「SSH 運営指導委員会」の指導のもと、本校執行部や関係各
部・各科と連携して SSH の研究開発にあたってきた。SSH 推進機構は SSH 第 1 期初年度
から 18 年間にわたって毎週定例（令和元年度は水曜日 1 時限）で会議を開催してきた。こ
の会議には事務職員 2 名も常時出席し、経理等の事務処理を教員や事務長とも連携して実
施してきた。 
 
 
管理機関 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊本校は平成 26～30 年度、スーパーグローバルハイスクール（SGH）の指定を受けてい
た。指定期間中に設置していた Super Global High School（SGH）推進機構は、指定期
間後には、グローバル教育推進部の中で、事業の継続・発展を行っている。毎週、国際セ
ンター会議を実施し、SSH・GL（旧 SGH）の担当者及び国際教育の担当者、事務室、執
行部のメンバーで定例会議を持ち、各部署の国際関係の取り組み、海外研修に関わる調整
等を行っている。 

＊平成 26 年度から、教科横断型の「課題研究科」を新設した。 
  

連携 

学校法人 立命館 一貫教育部 

運営指導委員会 

立命館大学 

（BKC）  

理工学部 

情報理工学部 

生命科学部  

薬学部  

ｽﾎﾟｰﾂ健康科

学部 

R-GIRO 
SR センター 

設置 

立命館高等学校 執行部 

立命館アジア太

平洋大学  SSH 推進機構 事務室 

他大学  

指導 

研究実施 

＜各教科＞  

数学科 理科 

英語科 課題研究科 

情報科 芸術科 

公民科 地歴科 

家庭科 国語科 

保健体育科 

＜校務分掌＞  

メディア教育部 

キャリア教育部 

総務部 教務部 

Medical Science Course 
（MSC）推進機構 
グローバル教育推進部 

研究所、企業等 

支援・協力 

国際センター 

SSH/GL 

連携・調整 
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⑦成果の発信・普及 
これまでの成果の発信・普及については、以下のような取組を行ってきた。 

(1) 教材、報告書の配布 
実践してきた取組について、各々の教材や報告書を作成し、多くの学校や教育関係者へ配

布してきた。とりわけ、科学英語に関しては、多くの学校で課題をかかえておられ、本校の

教材に高い関心を持ってもらっている。 
(2) ホームページでの広報 
 取組ごとに本校 HP へ報告記事を掲載し、その中で、成果や課題、留意点について丁寧に

公開してきた。 
(3) 海外科学交流に関わるアドバイス 
海外科学交流に関わって、その方法や対処法に関して、多くの問合せを受け、適宜、それ

ぞれに対応してきた。 
(4) シンポジウムの開催 
「科学教育の国際化を考えるシンポジウム」を毎年開催し、今年度で 11 回を重ねた。そ

れぞれの回ごとに、重要と考えるテーマを設定し、本校での取組を紹介し、参加いただいた

先生方による議論を重ねてきた。 
(5) 科学技術人材育成重点枠での普及 
 過去 6 年間の指定を獲得した「科学技術人材育成重点枠」において、連携校とともに国際

科学教育を考える取組を行ってきた。とりわけ、国際共同課題研究を連携校とともに実践し、

その意義と方法を普及してきた。 
(6) JSSF の開催 

Japan Super Science Fair を 17 回開催し、国内の多くの学校を招待してきた。その中で、

本校が確立してきた国際科学教育の取組を体験いただくとともに、それぞれの学校の国際

ネットワーク構築に協力してきた。 
 
 次年度以降の普及のための計画については、第 5 期（先導的改革型）の申請の中で、これ

までの成果を発信・普及することを目的に以下のような計画を立てている。第 5 期指定が

獲得できなかった際にも、以下の中で可能な範囲で努力する。 
(1) 国際科学教育の普及 
これまで、科学技術人材育成重点枠の連携校と協議、実践をしてきた、国際科学教育につ

いて、今後はその輪をより広げ、国内連携の輪を拡充していく。 
(2) 国際共同課題研究センター 
本校の最も大きな成果の一つである「国際共同課題研究」を普及させることを目的に、立

命館に「国際共同課題研究センター」を設置し、日本の多くの高校生へその機会を提供した

いと考えている。国際共同課題研究を希望する高校生を募集し、本校の海外交流校の生徒と

マッチングを行い、それぞれが半年くらいの期間で共同研究を実践し、その研究成果の発表

機会として、JSSF で発表の場を設定する。 
(3) 教材の作成、配布 
これまでの成果の中で、教材等にまとめられていないものについて、今後も、教材化を行

う。とりわけ、国際交流において、海外生徒を含めて行う科学授業の指導案集は、今年度に

完成させることが出来なかった。早急にまとめたい。 
(4) JSSF の開催 

JSSF を今後も継続・発展させ、多くの国内校が参加できるよう配慮する。 
(5) 卒業生の長期追跡調査 
 卒業生の長期追跡調査を継続し、SSH 活動の有効性を広く広報する。 
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⑧ 研究開発実施上の課題及び今後の研究開発の方向性 
 4 期 18 年間の SSH 研究開発の中で、大きな成果を得てきたと考えている。とりわけ、

「課題研究の全校体制での実施」「高大連携による科学教育」「科学教育の国際化」等の分

野で大きな成果を得ることが出来た。その中で、以下の点を課題として認識している。 

(1) 国際科学教育の全国的普及 

本校では、第 3 期、第 4 期の 10 年間、国際科学教育に関わって得てきた多くの手段、

方法を普及させることが使命と考えて尽力してきた。一部の学校とは、深い連携の中で、

それらの普及に成功したが、全国的に見ればまだまだ限定的である。第 3 期においては、

国際化についての関心がまだ弱かったと感じている。ようやく、多くの学校が国際化へ向

かっての取組を充実させている中で、普及活動が重要であると考える。とりわけ国際共同

課題研究の実践を多くの学校へ広げることが喫緊の課題であると考えている。 

(2) 課題研究のさらなる充実 

 SSH 主対象生徒だけに課していた課題研究を、第 4 期に全校へ拡大した。全校体制で実

施することには成功したが、全体をより深い研究へ移行していくことが次の課題である。

教育課程内での課題研究に充てる時間数の増加と科学を広くデザインする能力を低学年か

らつけていくことが必要と考えている。これらを形にするものとして、立命館版 STEAM

教育を構想している。 

(3) 高大連携の深化 

一貫教育が充実した学園において、「高大連携」は大きく進展した分野である。しかし

ながら、さらに進化した高大連携を目指さなければならないと考える。とりわけ、課題研

究に関わって、これまでから大学教員の手厚い協力は得ているが、大学教学にとって高校

での課題研究をどのように位置付けるのかを中高大の教員が一緒に議論することが重要で

ある。大学教員の中で、高校の課題研究への関心が強まっている今が好機である。 

(4) 卒業生の長期追跡 

これまで行ってきた卒業生調査を今後も継続し、長期に追跡することで見えてくる SSH

の成果を明確にしたい。 

 
 今後の研究開発の方向性としては、上記の課題を解決し、さらに充実した科学教育を実

践、普及させることを目的に、第 5 期（先導的改革型）での研究開発を行うことを希望

し、以下の研究開発課題を設定し、応募している。 

研究開発課題名： 

科学教育のグローバルデザインと国際共同課題研究の全国普及を目指すシステムづくり 

研究開発課題を推進するために，以下の 4 つの柱を立てて取り組む。 

（Ⅰ）これまでの研究開発で得てきた国際科学教育手法の全国への普及と国際ネットワー

クの共有 

（Ⅱ）「国際共同課題研究」の普及と、そのための「国際共同課題研究センター」設置へ 

の取組 

（Ⅲ）中高大連携による課題研究の深化と、課題研究による社会協創意識の醸成 

（Ⅳ）Japan Super Science Fair（JSSF）の継続的開催による、高校生の国際的な発表機

会の提供、ならびに、海外理数教育重点校との協力関係の強化 
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❹関係資料（令和元年度教育課程表、データ、参考資料等） 

 
資料 1 令和元年度教育課程表 

教科 科目 

第1学年 第2学年 第3学年 

コ
ア
コ
ー
ス 

M
S

コ
ー
ス 

C
E

コ
ー
ス 

S
S

コ
ー
ス 

G
L

コ
ー
ス 

M
S

コ
ー
ス
（
理
系
） 

M
S

コ
ー
ス
（
文
系
） 

C
E

コ
ー
ス 

S
S

コ
ー
ス 

G
L

コ
ー
ス 

M
S

コ
ー
ス
（
理
系
） 

M
S

コ
ー
ス
（
文
系
） 

国語 

国語総合 4 5           
国語表現Ⅰ   3 3 3        
現代文B      3 3 3 3 3 2 3 
古典B   2  2 2 2 2  2 3 4 

地理歴史 

日本史A(日本近代史)   2 2 2        
世界史A(世界) 2 2           
地理A(世界)    2         

世界史B       4 △
4  4   

日本史B      △
4 

△
4 

△
4     

地理B      △
4 

△
4 

△
4     

公民 
政治・経済(現代社会解析) 2            
現代社会  2           
倫理        2 2 2   

数学 

数学Ⅰ 4 4           
数学Ⅱ   4 4 4 4 4      
数学Ⅲ(演習を含む)         6  5  
数学A 3 4           
数学B   2 2 2 4 4      
数学3        3  3   
数学講究            3 

理科 

物理基礎  2  2         
化学基礎 2 2           
生物基礎 2 2           
地学基礎   2  2        

物理      ○
4   5    

化学    2  4  ○
4 3    

生物    △
2  ○

4  ○
4 

△
3    

地学        ○
4     

グローバルサイエンス          2   

保健体育 体育 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
保健 1 1 1 1 1 1 1      

芸術 

音楽Ⅰ ○
2 

○
2           

音楽Ⅱ   ○
2 

○
2 

○
2        

美術Ⅰ ○
2 

○
2           

美術Ⅱ   ○
2 

○
2 

○
2        

書道Ⅰ ○
2 

○
2           

書道Ⅱ   ○
2 

○
2 

○
2        

芸術Ⅲ        △
2     
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外国語 

コミュニケーション英語Ⅰ 4 5           
英語プレゼンテーション 2 2           
英語2      7 7      
英語2A   4 4 3        
英語2B   2          
サイエンスイングリッシュⅠ    2         
サイエンスイングリッシュⅡ         2    
英語ディスカッションⅠ     2        
英語ディスカッションⅡ          2   
グローバルイングリッシュ     2        
英語3           8 8 
英語3A        5 4 4   
英語3B        2     

家庭 家庭基礎   2 2 2 2 2      
情報 社会と情報 2 2           

学校設定 

高大連携Ⅰ   2          
高大連携Ⅱ        3     
高大連携Ⅲ         2    
文社特講Ⅰ   2          

文社特講Ⅱ        △
2     

理系特講Ⅰ    △
2         

理系特講Ⅱ         △
3    

日本史特講          2   
現代社会システム     2        
化学演習       2      
生物演習       2      
国際比較文化研究     1        

イングリッシュイマージョン          ○
3   

中国語          ○
3   

国際関係ゼミ          3   
特別講座Ⅰ           4 4 
特別講座Ⅱ           3 3 
特別講座Ⅲ           4 4 
特別講座Ⅳ           4 4 

総合的な学習の時間 1 1 

1 
課
題
研
究 

1 
課
題
研
究 

1 
課
題
研
究 

  

1 
課
題
研
究 

1 
課
題
研
究 

1
課
題
研
究 

2 2 

ホームルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
計 35 40 35 35 35 39 39 35 35 35 39 39 

（備考）△，○のついた選択群について－各学年で同じ記号のついた科目群からそれぞれ 1 科目を選択する。 
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資料 2 海外サイエンス・フェアでの受賞 

STEP NUS Sunburst Brain 
Camp（シンガポール） 

･Research Paper 2nd Place 

･Research Presentation 3rd Place（平成 28 年度） 

･Research Paper 1st Place 

･Research Presentation 3rd Place （令和元年度） 

MWITS Science Fair 2015 
（タイ） 

･Excellent Performance in Oral Presentation  

･Excellent Oral & Poster Presentation 

（平成 27 年度） 

KSA Science Fair 2015（韓国） ･Gold Prize          （平成 27 年度） 

11th International Students 
Science Fair （オーストラリア） 

･Commendation Certificate for Oral Presentation  

（平成 27 年度） 

13th International Students 
Science Fair （韓国） 

･Excellent Poster Presentation 賞（平成 29 年度） 

14th International Students 
Science Fair （USA） 

･Most Ambitious Research 賞（平成 30 年度） 

KSA Science Fair 2019（韓国） Excellent Project Presentation（令和元年度） 

 

 
資料 3 令和元年度に本校生徒が実施した国際共同課題研究 

（科学技術人材育成重点枠での実施分を含む） 

相手校 国／地域 研究テーマ 

Korea Science Academy of KAIST  韓国 大気の厚さによる太陽スペクトルへの影響 

Mahidol Wittayanusorn School タイ イネの塩害 

Mahidol Wittayanusorn School タイ 緑茶の抗酸化作用 

National Junior College シンガポール ヒートアイランド 

National Junior College シンガポール 生物による水質浄化 

Shawnigan Lake School カナダ カナダと日本における外来種と在来

種の水草の比較 

Chitralada School タイ 比色定量法によるアブラナ科の植物

のイソチオシアネート含有量の比較  

高雄高級中学  台湾 プラナリアの再生とその可能性 
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資料 4 科学への認識調査 5 年間の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尺度Ⅰ

科学に

関する

全般的

な価値

尺度Ⅱ

科学に

関する

個人的

価値

尺度Ⅲ

生徒の

理科学

習にお

ける自

己評価

尺度Ⅳ

科学の

楽しさ

尺度Ⅴ

理科学

習にお

ける道

具的有

用感

尺度Ⅵ

生徒の

科学に

対する

将来志

向的な

動機づ

け

尺度Ⅶ

科学に

関する

全般的

な興

味・関

心

尺度Ⅷ

生徒の

科学に

おける

自己効

力感

尺度Ⅸ

生徒の

科学に

関連す

る活動

尺度XI 

環境問

題に関

する認

識

H27全体(n=68) 94.7% 75.3% 40.4% 63.8% 72.4% 60.3% 60.8% 68.6% 14.5% 88.7%

H28後期全体(n=67) 97.6% 84.2% 43.3% 75.5% 78.8% 67.2% 74.1% 72.9% 25.4% 87.8%

H29後期全体(n=68) 96.4% 86.8% 36.8% 51.6% 78.8% 64.0% 68.8% 68.1% 13.2% 85.4%

H30後期全体(n=69) 95.9% 93.7% 45.2% 76.5% 81.8% 69.9% 76.1% 73.7% 17.0% 92.2%

R01後期全体(n=67) 98.5% 96.4% 64.9% 81.8% 91.9% 79.5% 79.5% 78.9% 25.9% 96.8%

OECD平均 85% 63% 55% 57% 61% 29% 49% 63% 12% 82%

日本 81% 55% 22% 45% 42% 21% 45% 49% 6% 84%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

肯
定
度

全体 H27 vs H28 vs H29 vs H30 vs R01比較
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資料 5 科学への認識調査 平成 30 年度 高 2→令和元年度 高 3 の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料 6 卒業生からの「SSH での取組全般」「課題研究」「海外研修」「JSSF」の有益度調査 

 

 

 

 

尺度Ⅰ

科学に

関する

全般的

な価値

尺度Ⅱ

科学に

関する

個人的

価値

尺度Ⅲ

生徒の

理科学

習にお

ける自

己評価

尺度Ⅳ

科学の

楽しさ

尺度Ⅴ

理科学

習にお

ける道

具的有

用感

尺度Ⅵ

生徒の

科学に

対する

将来志

向的な

動機づ

け

尺度Ⅶ

科学に

関する

全般的

な興

味・関

心

尺度Ⅷ

生徒の

科学に

おける

自己効

力感

尺度Ⅸ

生徒の

科学に

関連す

る活動

尺度XI 

環境問

題に関

する認

識

H30後期 2-7(n=36) 97.8% 92.8% 49.1% 83.4% 83.4% 70.0% 79.6% 77.9% 16.2% 96.3%

R01後期 3-6(n=37) 98.9% 97.3% 68.5% 86.5% 94.6% 85.1% 86.1% 81.4% 30.2% 96.1%

OECD平均 85% 63% 55% 57% 61% 29% 49% 63% 12% 82%

日本 81% 55% 22% 45% 42% 21% 45% 49% 6% 84%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

肯
定
度

H30 SSG2年後期→ R01 SSG3年後期

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SSHでの取り組み全般

課題研究

海外研修

JSSF

たいへん有益だった 有益だった あまり意味がなかった 意味がなかった
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資料 7 卒業生調査「国際舞台での活躍」「人のために貢献」への回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）たいへん思

う

28%

イ）思う

47%

ウ）あまり思わ

ない

20%

エ）思わない

5%

将来、国際舞台で活躍したいと思いますか？

ア）たいへん思

う

66%
イ）思う

29%

ウ）あまり思わ

ない

4%

エ）思わない

1%

将来、人のために貢献したいと思いますか？
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資料 8 課題研究の英語での発表活動に関して 終了後アンケート結果 

27%

62%

24%

41%

57%

46%

30%

46%

32%

30%

22%

43%

51%

41%

27%

89%

78%

73%

54%

51%

81%

57%

49%

19%

65%

78%

49%

32%

78%

86%

86%

51%

38%

49%

57%

38%

35%

43%

38%

62%

59%

76%

49%

43%

49%

38%

11%

22%

24%

38%

35%

16%

38%

41%

16%

32%

19%

32%

38%

19%

14%

14%

22%

0%

24%

3%

5%

19%

22%

16%

5%

11%

3%

8%

5%

11%

35%

0%

0%

3%

8%

14%

3%

5%

11%

30%

0%

3%

14%

22%

3%

0%

0%

0%

0%

3%

0%

0%

0%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

35%

3%

0%

5%

8%

0%

0%

0%

今回のPre-JSSF Presentationでは満足のいく発表ができましたか？

クラス全体のPresentation企画としては満足のいくものだったと思います

か？

今回専門知識を持つ海外のコメンテーターの人たちが来てくれたことで事

前準備に力が入りましたか？

今回専門知識を持つ海外のコメンテーターの人たちが来てくれたことはあ

なたの今回の発表のよい刺激になりましたか？

コメンテーターの人たちはあなたの発表をどの程度理解してくれたと感じ

ていますか？

あなたはコメンテーターの人たちの質問をどの程度理解できましたか？

あなたはコメンテーターの人たちの質問に満足に答えられましたか？

コメンテーターの人たちとの質疑応答の経験はあなたのJSSFでの発表への

自信につながりましたか？

今回のJSSFポスターセッションであなたは自分自身で満足のいく発表がで

きましたか？

発表内容について

発表力について（英語も含む）

聴衆はあなたの発表をどの程度理解してくれたと感じていますか？

あなたは聴衆の質問をどの程度理解できましたか？

あなたは満足のいく質疑応答が行えましたか？

質問をしましたか？

英語で研究発表をするという活動は、あなたにとって意味のある経験だと

思いますか？

英語での研究発表を聞くという活動は、あなたにとって意味のある経験だ

と思いますか？

自身の研究を英語で発表するという目標は、あなたの英語学習に対するモ

ティベーションをあげましたか？

自身の研究を英語で発表するという目標は、あなたの研究に対するモティ

ベーションをあげましたか？

自身の研究を英語で発表するという目標は、あなたの理数分野の学習に対

するモティベーションをあげましたか？

自身の研究を英語で発表するという活動とそれまでの準備は、あなたの英

語の運用力をあげましたか？

自身の研究を英語で発表するという活動とそれまでの準備は、あなたの研

究の質をあげましたか？

自身の研究を英語で発表するという活動とそれまでの準備は、あなたの理

数分野における力をあげましたか？

高校入学時に英語で科学研究発表ができると思っていましたか？

みなさんの高校3年間の研究活動の最終目標の設定は「英語での研究発表」

であったわけですが、もしそれが、「日本語での研究発表」であったと…

あなたの将来に英語は必要になるという思いはSSG活動で強まりました

か。

将来国際的な舞台で活躍したいと思いはSSG活動で強まりましたか。

将来実際に研究発表を国際学会（文理問わず）などで行っていきたいと思

いますか？

将来実際に国際学会等（文理問わず）で研究発表を行うことになったと

き、今回の経験が役に立つと思いますか？

あなたの英語学習に対する姿勢や意識はSSGに所属していたことで高まり

ましたか？

あなたの英語運用力はSSGに所属したことで高まりましたか？

高3SSGクラス対象 JSSF2019 終了後アンケート(対象生徒37名）

大変そう思う そう思う そう思わない 全くそう思わない
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資料 9 運営指導委員会 議事録 
【運営指導委員】 
    委員長  片桐 昌直 大阪教育大学 教授 
       大柳  充 京都府長岡京市教育委員会 指導主事 

齋藤  茂 株式会社 TOSE 代表取締役会長 
清野 純史 京都大学工学部 教授 
園山  博 京都府教育庁指導部 指導主事 
谷口 吉弘 平安女学院大学 副学長 

      仲矢 史雄 大阪教育大学 准教授 
      西村 治之  ローム株式会社 市場・商品戦略本部 

 販促・市場調査担当 統括部長 
福田 武司 大阪大学工学部 教授 

                    （敬称略・委員長を除いて五十音順に掲載） 
 
第 1 回運営指導委員会 
【日時】2019 年 11 月 4 日（月）11 時 00 分～12 時 20 分 
【場所】立命館高等学校 清話会記念室 
【議題】1. 今年度の SSH の取り組み内容について 

     2. 第 5 期申請について 
3．その他 

 
■挨拶 代表校長 堀江 未来 

JSSF 見学への感謝。SSH 第 4 期最終年度であ

ることの意味と第 5 期に向けての決意を表明。 
■挨拶 委員長 片桐 昌直 
 グローバルの側面とつながったSSHは非常に意

義深い。引き続き成果を発信して欲しい。 
■出席者自己紹介 
■議題 1 報告 
①JSSF2019 オープニングセレモニーの様子を

ビデオを使って紹介 
②配布資料確認 
③事業計画書を資料として「国際ネットワークを

活用した理数系グローバル人材育成システムの

開発」について説明 
④課題研究の取組について説明 
⑤科学技術人材育成重点枠についての説明 
■議題 1 についての質疑・評価・指導 
・基礎枠と重点枠の違いについて 
→基礎枠、重点枠の説明 

・JSSF への補助金の使い方と招待校の選定につい

て 
 →重点枠予算 1300 万円から JSSF へ 700 万円

程度を使っている。招待校の選定について、海

外校はこれまでのネットワークから選ぶこと

が基本。ただ、新しい学校も良い学校であれば

選んでいきたいと考えている。どこかのフェア

等でつながりのある学校は招待できるが、ネッ

ト等を通じで依頼してきた学校（頻繁に問い合

わせを受けている）の場合は、基本全て断って

いる。 
・多様性について、イスラム圏も入っているか。そ

の対応は？ 

  →インドネシア、イラン等からも参加している。

ベジタリアン用の食事を準備することや、イス

ラム圏の生徒、教員のためのお祈りの部屋等も

準備している。 
・多くの学生を短期間でも良いから海外研修に行

かせるか、人数を絞って長期で行かせるか迷うと

ころである。いずれにしてもいろいろと経験させ

ることが大切。 
・海外研修に行く場合、教員の引率が必ず必要なの

か？ 
→高校生の場合は、安全確保の観点からは必ず

必要である。 
・単独発表と共同研究の割合は？ 
 →口頭発表の場合、総発表数は 49 本、その内、

共同研究は 12 本。 
・口頭発表をしない生徒もいるのか？ 
 →SSG 生徒 70 人中 20 数名が今回の JSSF また

は、海外のサイエンス・フェアでの発表を経験

している。ただ、校内の課題研究発表大会で全

員が口頭発表する機会を持っている。 
・発表の前に練り上げる（ダメ出しされる）機会は

あるのか？ 
→本校理科教員や英語ネイティブ教員へ事前の

セレクションとして発表を行わせている。その

ような場で、いろいろと指摘を受けながら練り

上げていっている。 
・大学にも、国際共同研究をさせるような授業はあ

るのか？ 
→大学の授業としてはないが、研究室単位では国

際共同研究を行っているケースもあり、そこに

参画することもできる。ただ、大学 1・2 回生

にはあまりそのチャンスはない。 
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・国際共同研究がこれからカギになる。他校の教員

にその成果やノウハウをいかに広げるかが大切。 
・発表を見ると、国際共同研究と言っても別々に研

究して、それをただ合わせているだけの印象がぬ

ぐえない。質疑については、海外の生徒が主導権を

取っている。（自分が見れたものに限ってであるが） 
・プレゼンのやり方が間違っている。結論は最初。

タイトルとコンクルージョン（結論）が大切。数百

のポスターの中から見てもらうためには、ポスタ

ーの書き方が大切。高校から人に伝えられるよう

に形式を教えるのが良い。海外の学会に教員が行

くべき。発表のやり方やポスターのひな形を事前

にｅ-ラーニングなどを通じて皆で共有するべき。 
■議題 2 報告 
これまでの成果の継承。国際共同課題研究の充実

と立命館版 STEAM 教育を確立し、それらを広く

日本中の学校へ普及させる取組を行う。 
■議題 2 についての質疑・評価・指導 
・5 期目の申請は可能か 
 →SSH 事業有識者会議の報告書では、第 5 期も

認める方向性が書かれているが、まだ分からな

い。いずれにしても、今までとは別のレベルで

の申請する必要があると考えられる。 
・今後、SSH でトップを走っている学校が何をす

るかが問われる。サイエンス教育は理科と数学だ

けで良いのか。文科系の学部を取り込む必要。社会

連携の視点が必要である。消費経済学には数学が

いっぱい出てくる。文理融合的な概念を取り入れ

る必要もある。 
・サイエンスは国際的な課題だから、英語が必要だ

という流れてやってきた。次のステップは、国際交

流。トビタテ留学 JAPAN 等を活用して生徒を送り

出すのも良い。SSH だけにとどまっていてはいけ

ない。重点校がいかに地域や研究分野に貢献でき

るかが大切。その絵を描かないと選ばれない。 
・高大接続が課題。人材育成の効果測定として大学

との連携を見通す。 
 →これまで行ってきた国際交流を基盤として、

異文化交流から生まれるクリエイティビティ

をイノベーションにつなげられるような取り

組みができれば次の段階に進めると思う。文理

を超えた取り組みができないか。アートやデザ

インなども接点にできる。 
・学校文化の中だけで熟成している。学校文化の外

に向けていかにアプローチするかが大切。グレタ

さんがなぜあのように発信できるのか。その場を

設定した人がいる。彼女のような存在を求める状

況が世界にあり、あのようなことになった。世界の

人に気づいてもらうような発信をすることが大切。

海外の新聞に取り上げてもらうなど今までと違う

アプローチが必要。 
・国際共同研究の視点は素晴らしい。論理・常識・

価値観が違う中でどうすれば通じるのかを考える

プロセスが大切。リヨンでは人と人（企業）をつな

ぐマッチングの仕組みがある。その仕組みに参加

している 250 社が 10 万円を払う。AI を通して要

望（タイトル）などを登録すれば、毎日でも意見交

換の会議が設定されるような共同コミュニケーシ

ョンの場がある。 
■管理機関 小畠一貫教育担当常務理事からお礼

とまとめ 
立命館高校SSHの取組を学園としてもバックア

ップしていきたい。今後とも皆さまからのご指導、

ご支援を期待する。

 
第 2 回運営指導委員会 
 3 月 9 日に開催を予定していたが、新型コロナウィルス拡散防止のための学校閉鎖にともない、学園全

体で会議の自粛が養成され、開催を見合わせた。 
委員の方から文書で、示唆に富むご意見をいただいた。「日本の高校生がリーダーになる」「英語で議論

し調整力を鍛える」と言った目標に関して、一考をお願いしたいというものであった。思いやり、真心の

繋がりも人間の交流に重要であることが盛んに言われている中で、大切なことは自分の意見をしっかり伝

えられる事であり、リーダーシップの定義を少し幅広く描き直してもらいたいというご意見だった。今後、

しっかりと検討させていただき、次年度の活動につなげたい。 
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資料 10  SSG クラス 3 年生の課題研究テーマ一覧

分野 研究テーマ 

生物 

プラスチックを微生物燃料電池に応用することは可能か 

藻の二次利用 

日本米におけるエタノール前処理が塩耐性に及ぼす影響 

アルテミアの最適な育成環境について 

不定根の成長に最適な環境 

化学 

アブラナ科植物のイソチオシアネート含量の比較 

パンケーキを膨らませるには 

安定した結晶を作るための最適な方法 

環境にやさしい容器の開発 

地学 
大気の厚さによる月と太陽のスペクトルの変化 

地面のコンディションと気温の関係について 

環境 

食品廃棄物による水質浄化 

卵の殻を用いた酸性雨に強い土壌開発 

木材の吸収性 

物理 

窓の開口部の形が通風に与える影響 

空気による低圧グロー放電中のプラズマの発光スペクトルの起因に関する

研究 

雨によって起こる振動を利用した発電 

音の不快と防犯 

その他 
人は虫の何に嫌悪感を抱くの？（ゴキブリを例として） 

ビンの破壊 
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令和元年度 

SSH 科学技術人材育成重点枠研究開発実施報告書 

（令和元年度 1 年間指定） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式１－２ 

学校法人立命館 立命館高等学校 01 

 

❺令和元年度科学技術人材育成重点枠実施報告（②海外連携）（要約） 

 

①  研究開発のテーマ  

「国際共同課題研究」を利用したグローバルマインドを持つ研究者の育成 

②  研究開発の概要  

国際科学交流が盛んになる中で、優秀な海外生徒に対して、日本の高校生がリーダーとなれてい

るかを問われると、まだまだ課題が残る。理数の力が高くても、異文化間でのパフォーマンスを発

揮できない状況が否定できない。それを打開するために「国際共同課題研究」が重要な鍵であると

考える。「国際共同課題研究」の経験は、①海外の生徒と研究に関しての日常的な意見交換と共同

で研究を進める姿勢、②広い視野や異文化間での対応力、③国際間でのリーダーシップ、④科学学

習における英語力の伸長、を求めることができると考える。今次の研究では、高校生による「国際

共同課題研究」の実践を質・量ともに強化し、その成果の多面的な評価分析を行い、汎用性の高い

教育モデルを提唱することである。また、その発表機会としての Japan Super Science Fair（JSSF）

を継続開催し、その中で、理数系教育に関わる国際コンソーシアムの構築を目指す。 

③  令和元年度実施規模  

全校生徒を対象として科学教育の充実を目指す。特に、2 年・3 年 SS コース（とりわけ SSG ク

ラス各 1 クラス）、SS コースへつながる 1 年コアコース（とりわけ GJ クラス 2 クラス）の生徒を

中心とする。 

また、 

福島県立福島高等学校／早稲田大学本庄高等学院／清真学園高等学校 

筑波大学附属駒場高等学校／東海大学付属髙輪台高等学校 

東京工業大学附属科学技術高等学校／奈良女子大学附属中等教育学校 

の 7 校と、Japan Super Science Fair へ参加する海外校を連携校として取り組む。 

 ④ 研究開発内容  

○具体的な研究事項・活動内容 

上記テーマの研究開発のために、以下の 4 項目に取り組んだ。 

(Ⅰ)国際共同課題研究の実施と評価 

連携校とともに国際共同課題研究を実施し、今後の社会でグローバルな資質を持って活躍できる

科学者・技術者の人材開発を行う。その過程において、生徒の成長を評価し、今後の望ましい共同

研究の在り方を考察する。 

具体的には、以下の 3 つの国際共同課題研究を実施した。 

(1)【相手校】タイ Chitralada School 

  【国内連携校】奈良女子大学附属中等教育学校 

Chitralada School は、タイ Chitralada 宮殿内にある王立学校で、本校と強い連携関係を持ってい

る。この学校は幼小中高の一貫校であり、日本校も中高一貫校を選び、高校生に混じって一部中学

生もメンバーに含めた共同研究を計画することを試みたが、附属の中学生の海外研修参加を SSH

で支援することは出来ないということが分かり、高校生だけの取組として実施した。生徒が低年齢

であるほど、国際的な取組を日常的で当たり前のこととして捉えてくれるようになると考えていた

が、そのことについては、今後何らかの形で検証したいと考える。Chitralada School の校長は、タ

イ国立科学技術開発庁（NASTDA）と強い協力関係を持っておられ、今回の共同研究においても、

同庁の研究者からのアドバイスと、研修時の施設利用をさせてもらうことで、充実した研究となっ
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た。 

(2)【相手校】台湾 高雄高級中学、高雄女子高級中学 

【国内連携校】早稲田大学本庄高等学院、清真学園高等学校、筑波大学附属駒場高等学校、 

東海大学付属髙輪台高等学校、東京工業大学附属科学技術高等学校 

台湾の 2 校は、台湾全土でのそれぞれ化学と地学でのセンター校に指定されており、台 湾トッ

プククラスの学校である。平成 27～29 年度の科学技術人材育成重点枠で継続して 3 年間の共同課

題研究を行った相手校であるとともに、校長をはじめ、科学教員による献身的な協力が得られる学

校であるため、今回も共同研究を企画した。特に、この取組ではインターネットによる日常的なつ

ながりを強めながら、研究成果を上げたいと計画した。また、これまでにも台湾の 2 校の科学教

員から多くの有益なフィードバックがいただいており、今回の取り組みにおいても多くの意見交換

や、日本の生徒への指導をいただいた。 

(3)【相手校】カナダ Shawnigan Lake School  

  【国内連携校】福島県立福島高等学校 

バンクーバー島にある優秀な私立学校で、本校とは 5 年前から交流を行っている。先方 より新

たに共同研究を持ちかけられており、これまであまり行ってこなかった英語圏の学校との共同研究

を模索した。これまでは、予算の制約もあるが、欧米の学校では日本のように放課後や休暇中に研

究活動を行うことが難しい学校が多く、こちらが最も研究を進めたい 6 月～8 月が休暇になること

等、日本のスケジュールで進めていくことが困難であることが、英語圏の学校との共同研究を妨げ

る要因であった。この学校は、生徒の研究活動に熱心で、科学教育の設備についても申し分ない環

境にあり、今回、スケジュールに関しても配慮いただけるとのことで、実施を計画した。しかしな

がら実際には、やはり 6 月～8 月の休暇中の連携については、極めて難しい面があったことが課題

として残った。英語ネイティブの生徒達との英語を使った共同研究については、多くのことが学べ

た。 

 

(Ⅱ)Japan Super Science Fair（JSSF）の継続的開催による生徒発表の機会の保障ならびに海外理数教

育重点校とのネットワークのさらなる強化 

2003 年度から継続して開催し、17 回目を迎える本校での国際科学フェアである Japan Super 

Science Fair（JSSF）を開催した。将来、世界で活躍する科学者、技術者を育てることを目的とし、

「世界へ貢献する使命感」「世界中の仲間とのネットワーク」「将来への夢」をつかんでくれるこ

とを目指している。 

生徒実行委員会によって、「Shape the World for a Better Tomorrow」がテーマと決められ、科学

交流によって JSSF 後も続く友情を築くこと、科学のアカデミックな部分をこれまで以上に深める

ことを目的として企画した。今年度の概要は以下の通りである。 

【日時】  2019 年 11 月 3 日(日)～7 日(木) 

【開催場所】立命館中学校・高等学校、立命館大学びわこ・くさつキャンパス、京都市内 

【参加校数・参加者数】 

 国・地域数 学校数 参加生徒数 参加教員数 

海外校 21 34 128 51 

国内校 
1 

9 22 11 

立命館 1 86 － 

【取組内容】 

開会式／科学研究口頭発表／科学研究ポスター発表／Science Zone（グループによる科学ワーク

ショップ）／Science World（科学講義）／Science Showdown（科学を題材にしたグループ競技）／

Science Workshop（科学を題材にした討論）／Teachers’ Session（教員による授業、教育方法の交

流）／企業・科学館見学／交流企画／文化紹介／閉会式 
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(Ⅲ)国際共同課題研究アドバイザリー委員会の設置と討議 

国際共同課題研究の成果の一つとして、研究そのもののレベル向上を目指すことはもちろんであ

るが、高校生に必要な獲得目標や指導方法についての議論を十分に行うことが重要である。そのた

めに、専門家による助言を常時得るための仕組みを作ることが必要と考えた。アドバイザーによる

委員会を組織し、共同研究の目的や課題設定、より良い指導方法、バックアップ体制等についての

議論を行い、取り組みの質向上につなげる。また、国際共同課題研究を通した理系人材育成モデル

のあり方や本事業そのものの評価についても議論する場としたい。大学教員（立命館大学 3 名、大

阪大学、大阪教育大学）、企業研究者（ローム株式会社、株式会社堀場製作所）の方々に依頼し、

「国際共同課題研究アドバイザリー委員会」を組織した。 

第 1 回委員会を次の通り開催した。 

【日時】2019 年 5 月 29 日(水) 18 時 00 分～19 時 30 分 

【場所】立命館中学校・高等学校 国際レセプションルーム 

【議題】1．今次科学技術人材育成重点枠での取組の内容 

    2．国際共同課題研究に関しての意見交換 

    3．今後の取り組みと予定 

    4．その他 

第 2 回委員会として、年間総括と今後の方向性の議論を目的に 3 月の開催を予定していたが、新

型コロナウィルス感染拡大防止による学校閉鎖のため開催できなかった。委員会を次年度に継続

し、今後の方向性を明確にしたいと考える。 

 

(Ⅳ)シンポジウム等、科学教育の国際化の普及活動の充実 

これまでから開催してきている「科学教育の国際化を考えるシンポジウム」を継続開催し、多く

の関係者と議論することで、今後の方向性を探るとともに、SSH 研究開発で培ってきた国際科学

教育を広く普及させることを目指す。 

第 11 回となる「科学教育の国際化を考えるシンポジウム～新グローバル時代に向かう科学教育

を考える～」を次の通り開催した。 

【日時】2020 年 2 月 7 日(金) 10 時～16 時 30 分 

【場所】立命館中学校・高等学校 

【スケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 内容 
10:00-10:40 講演Ⅰ「討論を大切にする科学教育」 

10:50-11:40 

公開授業「討論を大切にする授業 ～教科横断授業の試み～」 
●数学・理科（化学） 

「空間図形と結晶構造」 
高校 2 年 SS コース 

●英語・理科（生物） 
「遺伝子組み換え食物」 
高校 2 年 SSG クラス 

11:50-12:15 授業検討会 
12:15-12:40 英語による課題研究ポスターセッション（SSG クラス高校 3 年生） 
12:50-13:40 昼食  
13:40-14:10 講演Ⅱ「討論する力を育む：多文化間共修論の視点から」 
14:20-14:40 国際共同課題研究の取組紹介 
14:40-15:30 パネルディスカッション 「国際共同課題研究で目指すもの」 
15:40-16:20 全体協議 
16:20-16:30 閉会 
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 ⑤ 研究開発の成果と課題  

○研究成果の普及について 

これまでの成果の発信・普及については、以下のような取組を行ってきた。 
(1) ホームページでの広報 
 取組ごとに本校 HP で報告記事を掲載し、成果や課題、留意点について丁寧に公開してきた。 
(2) 海外科学交流に関わるアドバイス 

海外科学交流に関わって、多く学校からの問合せを受け、適宜、それぞれに対応してきた。 
(3) シンポジウムの開催 

「科学教育の国際化を考えるシンポジウム」を毎年開催し、今年度で 11 回を重ねた。 
(4) 国際共同課題研究の普及 
 連携校とともに国際科学教育を考える取組、とりわけ、国際共同課題研究を実践してきた。 
(5) JSSF の開催 

過去 17 回開催し、多くの国内校を招待し、各校の国際ネットワーク構築に協力してきた。 
 

○実施による成果とその評価 

大きな成果を得られたと考えている。以下に、具体的な取組の 4 項目に沿って成果をまとめる。

それら全体を通して、連携校として協力して一緒に取り組んだ 7 校の先生方と、国際科学教育の方

向性について熱心な議論が出来る協力関係を築いたことも大きな成果だったと認識している。 

(Ⅰ)国際共同課題研究の実施と評価 

連携校とともに、タイ、台湾、カナダの 3 コースで 9 本の国際共同課題研究に取り組んだ。これ

らの共同研究の成果を、JSSF において海外校と共同発表した。また、その実践内容について、「科

学教育の国際化を考えるシンポジウム」において報告した。この取組による生徒の変容についても、

アンケート調査により、研究活動全般については満足できるものとなったと考える。 

(Ⅱ)Japan Super Science Fair（JSSF）の継続的開催による生徒発表の機会の保障ならびに海外理

数教育重点校とのネットワークのさらなる強化 

 本校において 17 回目となる Science Fair を「Shape the World for a Better Tomorrow」をテーマとし

て開催した。22 カ国・地域から海外校 34 校、国内校 10 校が参加して、盛大に開催が出来た。海

外校 34 校はこれまで 17 回の中で最大数であった。多くの機関や先生方、卒業生からの支援を受け

ることが出来たとともに、各種アンケート調査でも、高い評価が得られた。 

(Ⅲ)国際共同課題研究アドバイザリー委員会の設置と討議 

第 1 回委員会においては、多くの有益なアドバイスをいただき、その後、活動の進捗状況を適宜

報告しながら、共同研究の実践に取り組んだ。第 2 回委員会は中止せざるを得なかった。 

(Ⅳ)シンポジウム等、科学教育の国際化の普及活動の充実 

11 回目となる「科学教育の国際化を考えるシンポジウム」を開催した。今年度実施した国際共

同研究の実践を中心に報告を行い、「討論する力を育む」ことについて議論を行った。 

 

○実施上の課題と今後の取組 

以下の点を課題として認識している。 

(1) 国際科学教育の全国的普及 

国際科学教育に関わって得てきた多くの手段、方法を普及させることが使命と考えて尽力してき

た。一部の学校へは、それらの普及に成功したが、全国的に見れば普及はまだまだ限定的である。 

 

 今後の研究開発の方向性としては、上記の課題を解決し、さらに充実した科学教育を実践、普及

させることを目的に、第 5 期（先導的改革型）での研究開発を行うことを希望し、科学教育のグロ

ーバルデザインと国際共同課題研究の全国普及を目指すシステムづくりを研究開発課題として、応

募している。 
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別紙様式２－２ 

学校法人立命館 立命館高等学校 01 

 

❻令和元年度科学技術人材育成重点枠の成果と課題（②海外連携） 

 

①  研究開発の成果  

今年度指定を受けた科学技術人材育成重点枠では、 

「国際共同課題研究」を利用したグローバルマインドを持つ研究者の育成 

を研究テーマとして取り組み、大きな成果を得られたと考えている。以下に、具体的な取組の 4

項目に沿って成果をまとめるが、それら全体を通して、今次科学技術人材育成重点枠での連携校と

して協力して一緒に取り組んだ 

福島県立福島高等学校／早稲田大学本庄高等学院／清真学園高等学校 

筑波大学附属駒場高等学校／東海大学付属髙輪台高等学校 

東京工業大学附属科学技術高等学校／奈良女子大学附属中等教育学校 

の 7 校の先生方と、国際科学教育の方向性について熱心な議論が出来る協力関係を築けたことも大

きな成果であったと認識している。 

 

(Ⅰ) 国際共同課題研究の実施と評価 

連携校とともに、タイ、台湾、カナダの 3 コースで 9 本の国際共同課題研究に取り組んだ。 

●タイ Chitralada School との共同課題研究 

・立命館高等学校－Chitralada School（Thailand） 

   Comparison of Isothiocyanates from Cruciferous Vegetables 

 ・奈良女子大学附属中等教育学校－Chitralada School（Thailand） 

   Cu2+ Adsorption by Guava Leaves and Coffee Grounds 

●台湾 高雄高級中学、高雄女子高級中学との共同課題研究 

 ・筑波大学附属駒場高等学校－Kaohsiung Senior High School (Taiwan) 

   Aphids killers –  Interaction between parasitoids and aphids 

 ・東京工業大学附属科学技術高等学校－Kaohsiung Senior High School (Taiwan) 

   Dancing Popsicle Sticks - Experimental Analysis of the Popsicle Chain Reaction 

 ・立命館高等学校－Kaohsiung Senior High School (Taiwan) 

   Temperature effect on regeneration of two planarian species 

                   : Girardia dorotocephala and Dugesia Japonica  

 ・清真学園－Kaohsiung Girls' Senior High School (Taiwan) 

   Amoeba Growth Variations Depending on Conditions 

 ・早稲田大学本庄高等学院－Kaohsiung Girls' Senior High School (Taiwan) 

   Making an Eco-friendly cooler with terra-cotta pot. 

 ・東海大学付属髙輪台高等学校－Kaohsiung Girls' Senior High School (Taiwan) 

   Detection of Ambient UV by Using Vitamin B2 Fluorescence Reaction 

●カナダ Shawnigan Lake School との共同課題研究 

・福島県立福島高等学校－立命館高等学校－Shawnigan Lake School（Canada） 

   A comparison of native and non-native aquatic plants found in Canada and Japan  

これらの共同研究の成果は JSSF において、海外校と共同発表を行った。また、その実践内容に

ついて、「科学教育の国際化を考えるシンポジウム」において報告した。 

この取組による生徒の変容については、後で述べる。 
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(Ⅱ) Japan Super Science Fair（JSSF）の継続的開催による生徒発表の機会の保障ならびに海外

理数教育重点校とのネットワークのさらなる強化 

 11 月 3 日(日)～7 日(木)、本校において 17 回目となる Science Fair を「Shape the World for a Better 

Tomorrow」をテーマとして開催した。22 カ国・地域から海外校 34 校、国内校 10 校が参加して、

盛大に開催が出来た。海外校 34 校はこれまで 17 回の中で最大数であった。 

 上記、(Ⅰ)の共同課題研究の発表を海外から参加の先生方に広く知ってもらうため、共同課題研

究の発表会場を特設し、4 会場の中の 2 会場を共同課題研究の発表会場とした。次の(Ⅲ)のアドバ

イザリー委員の方にも発表を見学いただいた。 

 今回の JSSF では、サイエンスのアカデミックな部分をより充実させることを目標にしており、

立命館グローバル・イノベーション研究機構（R-GIRO）の支援を受け、Soft Robotics をテーマと

した記念講演が行われたり、生徒企画での科学をテーマにした討論の取組が行われたりした。討論

では、Science Workshop という討論のための時間の他、JSSF アプリ上で日ごとのテーマについての

意見を投稿するサイトを設ける等、科学に関して世界中の生徒達の意見を交流させることを企画

し、科学への考えを深めることを目指した。 

国内外から参加する多くの先生方が協力して、参加生徒全員を育てようというつながりが出来て

いることが大きな誇りであるとともに、京都の企業様による協力も多く得られた。さらに、Science 

Zone（グループによる科学ワークショップ）において本校 SSH 卒業生である立命館大学教員によ

る「コンピュータを用いた新薬の開発」をテーマとしたワークショップが行われたり、Science 

Showdown（科学を題材にしたグループ競技）では本校 SSH 卒業生のロボットクリエイターの製

作したロボット Craftel を使った競技に取り組んだりと、卒業生も含めた良い循環が始まっている。 

 各種アンケート調査についても、高い評価が得られた。(資料 11) 

 

(Ⅲ) 国際共同課題研究アドバイザリー委員会の設置と討議 

アドバイザーによる委員会を組織し、共同研究の目的や課題設定、より良い指導方法、バックア

ップ体制等についての議論を行うことを目指した。第 1 回委員会においては、多くの有益なアドバ

イスをいただき、その後、活動の進捗状況を適宜報告しながら、共同研究の実践に取り組んだ。研

究発表の場である JSSF を案内し、何名かの委員の方には発表を見ていただき、当日参加いただけ

なかった委員の方には発表のビデオをお届けし、年度末に第 2 回委員会を実施する予定をしていた

ところ、新型コロナウィルス感染拡大防止による学校閉鎖のため、委員会を中止せざるを得なかっ

た。改めて、何らかの機会を持って、ご意見を伺いたいと考えている。 

 

(Ⅳ) シンポジウム等、科学教育の国際化の普及活動の充実 

今年度が 11 回目となる「科学教育の国際化を考えるシンポジウム」を 2 月 7 日(金)に、約 40 名

の参加者を得て開催した。今年度実施した国際共同研究の実践を中心に報告を行い、「討論を大切

にする科学教育」を目指して、「討論する力を育む」ことについて、多くの参加者とともに議論を

行った。今後の我が国が目指す国際科学教育の方向性と、その中での国際共同課題研究の有効性を

多くの方に理解いただけたものと考えている。 

 

 今年度、国際共同課題研究に参加した生徒達にとった、アンケート調査(資料 12)から以下のような

生徒の変容を読み取れる。 

 まず、取組の中で、どのグループも相当な苦労をしたことが以下のことから窺える。 

「研究の方針や実施で意見が異なることがあった」に対して、Yes が 8、No が 1（研究は全部で

9 本）であった。「Yes の場合、意見が異なることが何回くらいあったか」に対して、9 回が 4、8

回が 2、7 回が２と答えている。正確な数でなく感覚的な部分もあるだろうが、相当回数の意見の
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食い違いがあったと思われる。困った点としてあげられていることも次のように多岐にわたる。 

・テーマがなかなか決まらない 

・台湾と日本で扱う材料が違った 

・実験器具が違うため結果が違う 

・細かい数値や，手順などの実験方法の統一が困難 

・ものごとに対する考え方が違い、日本側の考え方をなかなか理解してもらえない 

・コミュニケーションがうまく取れない 

・普段使わない英語かつビデオ会議を用いての話し合い 

 

 このような中で、グループによる違いはあるが、ビデオ会議を 20 回以上行っているグループも

いくつかあり、そうでなくても、LINE 等での頻繁な連絡を取り合い、意見の食い違いや上手くい

かない点を克服するために、多くのグループで努力が出来た。 

 その結果、研究活動全般についての感想には、次のような意見が見られた。 

・意見を正確に伝えることの難しさや、離れている場所同士で協力し、一つの結論に導くこと

の大変さを感じられた。ただ、意見が違うことが、実験のアイデアを生み出すことにもつな

がり、意見を尊重しあい、活発に議論することの大切さを痛感した。 

・プログラムを通して、他人と何か一つのことを成し遂げるという難しさを知った。これから

も、このような機会は増えていくと思うが、今回の経験を活かしていきたい。 

・話をしていくうちに徐々にスムーズに英語が話せるようになり、聞き返される回数も格段に

減り、短期間で自分が実感できるほどの成長ができた経験は、とても嬉しく、また自信につ

ながりました。 

・挑戦して克服できたこともある。反対に，失敗したこともあった。でも，そのすべてが今の

私の糧となっていると強く感じる。 

・楽しかったことも，実験の結果が出ず悔しく思ったこともあったが，すべて非日常で，この

取り組みでしか得られないものである。 

・台湾に実際に行き、実験の方向性を決めることはとても大切であると強く感じた。 

・今回の研究を通して、研究の進め方を学びました。 

・メンバーでお互いに助け合いながら、そしてこまめに連絡を取り合いながら、実験や発表の

準備を進めることができたので非常に良い研究活動になったと思う。 

・何度説明しても伝わらない、何度聞いても理解できないことはよくありました。どうすれば

よいのか？と相談し、より一層モチベーションをあげることができました。 

・最後までやりきる力、互いに助け合って最後には全員の研究をひとつにまとめていく力、タ

イムマネジメント力がついたように感じます。 

・今まで持っていた価値観が大きく変わるような日々であった。 

・研究を通じて仲間の輪を広げられたこと、これが一番嬉しかった。 

・一緒に協力した国内校の仲間とも、一生の付き合いのできる関係を築きあげる貴重な経験を

することができました。 

・科学以外の面についても自分自身が成長できたと思う。そして、将来自分の研究が世界で通

用するように目標を持とうと思うことが出来た。 
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②  研究開発の課題   

本校では、4 期 18 年間の SSH 研究開発を行ってきた。基礎枠とは別に、 

平成 19 年度  SSH 特別枠研究 

平成 20 年度  SSH 重点枠研究 

平成 23 年度  コア SSH 

平成 24 年度  コア SSH 

平成 25～26 年度 科学技術人材育成重点枠 

平成 27～29 年度 科学技術人材育成重点枠 

令和元年度    科学技術人材育成重点枠 

の研究開発も行ってきた。その課題は、いずれも国際科学教育の発展、普及を目指したものであり、

多くの連携校とともに深い議論を積み重ね、共同で海外研修等の取組を実践してきた。とりわけ、

平成 27 年度以降の科学技術人材育成重点枠においては、国際共同課題研究の取組を実践し、多く

の成果を得るとともに、連携校への普及を担ってきた。 

 

そのような中で、以下の点を課題として認識している。 

(1) 国際科学教育の全国的普及 

本校では、第 3 期、第 4 期の 10 年間、国際科学教育に関わって得てきた多くの手段、方法を普

及させることが使命と考えて尽力してきた。一部の学校とは、深い連携の中で、それらの普及に成

功したが、全国的に見ればまだまだ限定的である。第 3 期においては、国際化についての関心がま

だ弱かったと感じている。ようやく、多くの学校が国際化へ向かっての取組を充実させている中で、

普及活動が重要であると考える。とりわけ、国際共同課題研究の実践を多くの学校へ広げることが

喫緊の課題である考えている。 

 

 今後の研究開発の方向性としては、上記の課題を解決し、さらに充実した科学教育を実践、普及

させることを目的に、第 5 期（先導的改革型）での研究開発を行うことを希望し、以下の研究開発

課題を設定し、応募している。 

研究開発課題名： 

科学教育のグローバルデザインと国際共同課題研究の全国普及を目指すシステムづくり 

研究開発課題を推進するために，以下の 4 つの柱を立てて取り組む。 

（Ⅰ）これまでの研究開発で得てきた国際科学教育手法の全国への普及と国際ネットワークの共有 

（Ⅱ）「国際共同課題研究」の普及と、そのための「国際共同課題研究センター」設置への取組 

（Ⅲ）中高大連携による課題研究の深化と、課題研究による社会協創意識の醸成 

（Ⅳ）Japan Super Science Fair（JSSF）の継続的開催による、高校生の国際的な発表機会の提供、

ならびに、海外理数教育重点校との協力関係の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105



 

❼科学技術人材育成重点枠実施報告書（本文） 
①研究開発のテーマ 
科学技術創造立国を担う次世代の科学者・技術者の育成に関わって理数系分野でのグロ

ーバル人材の育成が急務である。本校ではこれまで通算４期の SSH 指定を受け、国際理系

人材育成に関わる知見を蓄積してきている。日本の科学技術分野の発展を担う人材の育成

とともに、その育成モデルを提示すること、世界とのつながりの中で若い世代が切磋琢磨し、

協働関係を構築できる場を安定的に提供すること、そして、その結果として世界の科学技術

教育に貢献することが、本校の使命であると考えている。 
高校生による「国際共同課題研究」の経験は、①海外の生徒と研究に関しての日常的な意

見交換と共同で研究を進める姿勢、②広い視野や異文化間での対応力、③国際間でのリーダ

ーシップ、④科学学習における英語力の伸長、を求めることが出来ると考える。今次科学技

術人材育成重点枠研究開発においては、国際理系人材育成における高校生の「国際共同課題

研究」の実践を質・量ともに強化し、その成果の多面的な評価分析を行い、汎用性の高い教

育モデルを提唱することである。その過程において、高校生の国際的な発表機会である

Japan Super Science Fair（JSSF）を継続開催し、その中で、国内外の多くの高等学校を

巻き込み、理数系教育に関わる国際コンソーシアムの構築を目指すことを目的としている。 
研究テーマとしては、以下のように設定した。 
 
「国際共同課題研究」を利用したグローバルマインドを持つ研究者の育成 

 
具体的には、以下の 4 項目の研究開発に取り組む。 

(Ⅰ)国際共同課題研究の実施と評価 

連携校とともに国際共同課題研究を実施し、今後の社会でグローバルな資質を持って活

躍できる科学者・技術者の人材開発を行う。その過程において、生徒の成長を評価し、今後

の望ましい共同研究の在り方を考察する。 
(Ⅱ)Japan Super Science Fair（JSSF）の継続的開催による生徒発表の機会の保障ならび

に海外理数教育重点校とのネットワークのさらなる強化 

過去 16 年間開催してきた Science Fair を継続して開催し、今年度実施する国際共同課題

研究の発表の場とする。JSSF において、海外校との共同課題研究発表のセッションを設け、

広く国内外の学校へ国際共同課題研究の推進を呼びかける。 
(Ⅲ)国際共同課題研究アドバイザリー委員会の設置と討議 

アドバイザーによる委員会を組織し、共同研究の目的や課題設定、より良い指導方法、バ

ックアップ体制等についての議論を通し、取り組みの質向上につなげるとともに、国際共同

課題研究を通した理系人材育成モデルのあり方について議論する。 
(Ⅳ)シンポジウム等、科学教育の国際化の普及活動の充実 

これまでから開催してきている「科学教育の国際化を考えるシンポジウム」を継続開催し、

多くの関係者と議論することで今後の方向性を探るとともに、SSH 研究開発で培ってきた

国際科学教育を広く普及させることを目指す。 
 
なお、今次科学技術人材育成重点枠研究開発においては、以下の学校を連携校として共同

で取り組む。 
福島県立福島高等学校／早稲田大学本庄高等学院／清真学園高等学校 
筑波大学附属駒場高等学校／東海大学付属髙輪台高等学校 
東京工業大学附属科学技術高等学校／奈良女子大学附属中等教育学校 
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②研究開発の経緯 
(Ⅰ)国際共同課題研究の実施と評価 

① タイ Chitralada School との共同研究 

  奈良女子大学附属中等教育学校との連携企画 
(1) 第 1 回研修会  7 月 10 日(水)  会場：立命館等学校 
(2) タイ研修    8 月 12 日(月)～8 月 17 日(土) 生徒 4 名、教員 2 名 派遣 
(3) 第 2 回研修会（発表準備） 

   11 月 2 日(土)  会場：立命館大学びわこ・くさつキャンパス 
 
② 台湾 高雄高級中学、高雄女子高級中学との共同研究 

早稲田大学本庄高等学院、清真学園高等学校、筑波大学附属駒場高等学校、 
東海大学付属髙輪台高等学校、東京工業大学附属科学技術高等学校との連携企画 

(1) 第 1 回研修会  6 月 23 日(日)  会場：東京工業大学附属科学技術高等学校 
(2) 台湾研修    7 月 26 日(金)～7 月 30 日(火)  生徒 12 名、教員 7 名 派遣 
(3) 第 2 回研修会（発表準備） 

11 月 2 日(土)   会場：立命館大学びわこ・くさつキャンパス 
 
③ カナダ Shawnigan Lake School との共同研究 

福島県立福島高等学校との連携企画 
(1) 第 1 回研修会  7 月 31 日(水)  TV 会議にて実施 
(2) カナダ研修   8 月 19 日(月)～8 月 25 日(日)  生徒 4 名、教員 2 名 派遣 
(3) 第 2 回研修会（発表準備） 

11 月 2 日(土)   会場：立命館大学びわこ・くさつキャンパス 
 

(Ⅱ)Japan Super Science Fair（JSSF）の継続的開催による生徒発表の機会の保障ならび

に海外理数教育重点校とのネットワークのさらなる強化 

(1) Japan Super Science Fair 2019  
11 月 3 日(日) ～7 日(木) 22 カ国・地域から海外校 34 校、国内校 10 校 参加 

 

(Ⅲ)国際共同課題研究アドバイザリー委員会の設置と討議 

(1) 第 1 回委員会  5 月 29 日(水) 
(2) 第 2 回委員会を 3 月に予定していたが、学校閉鎖のため開催できなかった。 
 

(Ⅳ)シンポジウム等、科学教育の国際化の普及活動の充実 

(1) 第 11 回科学教育の国際化を考えるシンポジウム  2 月 7 日(金) 

 
○その他の取り組み 

(1) 連携校会議 

   第 1 回連携校会議  4 月 23 日(火) 

第 2 回連携校会議  2 月 7 日(金) 
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③研究開発の内容 
(Ⅰ)国際共同課題研究の実施と評価 
以下の 3 つの国際共同課題研究を実施した。 

(1)【相手校】タイ Chitralada School 

  【国内連携校】奈良女子大学附属中等教育学校 

Chitralada School は、タイ Chitralada 宮殿内にある王立学校で、本校と強い連携関係

を持っている。この学校は幼小中高の一貫校であり、日本校も中高一貫校を選び、高校生に

混じって一部中学生もメンバーに含めた共同研究を計画することを試みたが、附属の中学

生の海外研修参加を SSH で支援することは出来ないということが分かり、高校生だけの取

組として実施した。生徒が低年齢であるほど、国際的な取組を日常的で当たり前のこととし

て捉えてくれるようになると考えていたが、そのことについては、今後何らかの形で検証し

たいと考える。Chitralada School の校長は、タイ国立科学技術開発庁（NASTDA）と強い

協力関係を持っておられ、今回の共同研究においても、同庁の研究者からのアドバイスと、

研修時の施設利用をさせてもらうことで、充実した研究となった。 

 
(2)【相手校】台湾 高雄高級中学、高雄女子高級中学 
【国内連携校】早稲田大学本庄高等学院、清真学園高等学校、筑波大学附属駒場高等学校、 

東海大学付属髙輪台高等学校、東京工業大学附属科学技術高等学校 

台湾の 2 校は、台湾全土でのそれぞれ化学と地学でのセンター校に指定されており、台 

湾トップククラスの学校である。平成 27～29 年度の科学技術人材育成重点枠で継続して 3 

年間の共同課題研究を行った相手校であるとともに、校長をはじめ、科学教員による献身的

な協力が得られる学校であるため、今回も共同研究を企画した。特に、この取組ではインタ

ーネットによる日常的なつながりを強めながら、研究成果を上げたいと計画した。また、こ

れまでにも台湾の 2 校の科学教員から多くの有益なフィードバックがいただいており、今

回の取り組みにおいても多くの意見交換や、日本の生徒への指導をいただいた。 

 
(3)【相手校】カナダ Shawnigan Lake School  

  【国内連携校】福島県立福島高等学校 

バンクーバー島にある優秀な私立学校で、本校とは 5 年前から交流を行っている。先方 

より新たに共同研究を持ちかけられており、これまであまり行ってこなかった英語圏の学 

校との共同研究を模索した。これまでは、予算の制約もあるが、欧米の学校では日本のよう

に放課後や休暇中に研究活動を行うことが難しい学校が多く、こちらが最も研究を進めた

い 6 月～8 月が休暇になること等、日本のスケジュールで進めていくことが困難であること

が、英語圏の学校との共同研究を妨げる要因であった。この学校は、生徒の研究活動に熱心

で、科学教育の設備についても申し分ない環境にあり、今回、スケジュールに関しても配慮

いただけるとのことで、実施を計画した。しかしながら実際には、やはり 6 月～8 月の休暇

中の連携については、極めて難しい面があったことが課題として残った。英語ネイティブの

生徒達との英語を使った共同研究については、多くのことが学べた。 

 
それぞれの取組についての詳細を以下にまとめる。 
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(1) Chitralada School（タイ） 

【参加校】   Chitralada School (タイ)      4 名 

奈良女子大学附属中等教育学校   2 名 

立命館高等学校      2 名 

【研究テーマ】 

立命館 Chitralada 
比色定量法によるアブラナ科の植物のイソチオシアネート含有量

の比較 

奈良女 Chitralada 
お茶の葉（日本）、グアバの葉（タイ）を使った水溶液中の金属イ

オンの除去 

【研究内容】 

（立命館と Chitralada）イソチオシアネートは、アブラナ科野菜に含まれる成分であり、

発癌リスクを下げる効果が期待されている。そこで、タイと日本のそれぞれの国で食文化に

広く浸透しているケール、白菜、大根、わさびのイソチオシアネートの量を測定した。 

（奈良女と Chitralada）産業排水には、環境や人間の健康に有害な Cu2+などの重金属が含

まれていることが多い。タンニンは重金属を吸着することができ、グアバの葉やコーヒーか

すの他、多くの植物にも含まれている。そこで、グアバの葉やコーヒーかすからタンニンを

分離し、その Cu2+吸着能力を調べた。 

【年間活動内容】 

第 1 回研修会  日時：7 月 10 日(水) 15：00～18：30  会場：立命館等学校 

 立命館高等学校の校長より、海外生との国際共同課題研究をするにあたっての心構えと

して、グローバルマインドの講義を受けた。生徒は自らの国際感覚と向き合い、海外生徒

と協働することとはどういうことかを考えた。また、タイの文化についても学ぶことで、

共同課題研究についての下準備を行った。参加生徒は「海外生と協力して課題研究を進め

るにあたって、自分個人としての人間力を高めていきたい。また、予想外のことに出会っ

たときや失敗した時など、落胆するのではなくそれをどう考えるかを意識していきた

い。」と共同課題研究への意欲を高めていた。 

海外研修  日時：8 月 12 日(月)～8 月 17 日(土) 各校生徒 2 名、教員 1 名 計 6 名派遣 

タイに到着した初日は、それぞれの共同研究相手のご

家庭にホームステイし、翌日の研究開始にむけて打ち解

けた様子が見られた。2 日目からの 2 泊 3 日は、タイ国

立科学技術開発庁（NSTDA）で研究合宿を行った。

NSTDA ではそれぞれのチームに 1 名ずつと、全体統括

1 名の合計 3 名の研究者にご協力をいただき、研究所の

施設を使って実験を行ったり、3 名の研究者の方からア

ドバイスを頂いたりディスカッションに加わってもらっ

たりと、大変充実した 3 日間となった。生徒たちは夜遅くまで研究について議論し、内容を

深めていった。最終日に Chitralada School で校長先生や理科の先生方に向けて発表を行

い、多くの指摘やアドバイスを受けた。研修前からビデオ会議なども行ってきたが、実験道

具を手にしながら顔を会わせて意思疎通することで、今後の見通しや課題も明確になり、大

きな成果を得ることができた。 
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生徒は「お互いにたくさん質問しあうことで、理解の度合いや認識の違いを知ることがで

きた。また、議論を何度も繰り返すことで、研究内容への理解も深まりました。」「自分たち

が持っている常識という固定概念が通じない、その難しい状況においての実習が自分の糧

になりました。」と、価値観を変える成長を見せていた。 
日時 研修内容 

8 月 12 日 出発、タイ到着、生徒はホストファミリー宅へ 

8 月 13 日 オリエンテーション、校内見学、共同研究進捗状況の報告、共有、NSTDA へ

移動 

8 月 14 日 NSTDA での研修 

8 月 15 日 Chitralada School へ移動、共同実験、その結果の考察等 

8 月 16 日 研修成果報告会に向けての準備、研修成果報告会 

タイ出発 

8 月 17 日 帰国 
第 2 回研修会 日時：11 月 2 日(土)  会場：立命館大学びわこ・くさつキャンパス 
 8 月のタイ研修を経て、11 月までそれぞれの国で研究活動を進めてきた。日常的に生徒同

士で連絡を取り合い、実験を進めポスターの作製など行ってきており、JSSF の前日のまと

め作業でも、生徒同士で活発な議論を行いながら最後の仕上げと発表練習を行った。 

JSSF での発表   日時：11 月 3 日 会場：立命館中学校・高等学校 

  前日の集中した議論と最終準備により、立派な発表と質疑応答を行うことができた。 

【成果(生徒の変容)】 

 開始当初はお互いに意見が出し合えなかったり、意思疎通に苦労したりしていた。しかし、

8 月の研修で、日中は実験に没頭し、夜は毎晩ミーティングの時間を確保したことで、生徒

は「意見を言い合って、正面からぶつかって話し合い、

お互いの認識を確認しあったり、自分たちの意見と相手

の意見をまとめたりできた。今まで疑問に感じていても

言えなかったり、話し合えなかったりしていたこともあ

ったが、距離感が縮まった。」と話し、一気にチームの

雰囲気が好転した。このように、参加生徒はさまざまな

意見を活発に出しあい、国や文化を超えた協働の力を身

に付けた。 

【生徒の感想から】 

・初めのテーマ決めの際に、タイの生徒がオランダの雑誌から引用していたのが、最初の大

きな驚きでした。知識の幅は、母国語だけでにとどまっていてはいけない、広く世界を見渡

して、多様な考えや知識を吸収するために、常に世界に目を向けていなければならないと痛

感しました。 

・理系だからこそ語学は必要、特に今回のような共同研究では、どれだけ正確に意思表示が

できて、周りと協働できるか、その力が問われたと思います。私自身今回 SSG に来て、英

語力や理数を頑張って勉強してきて、その知識が生かされたことはよかったと思います。今

回の学びを、大学での研究に生かしていきたいですし、また、海外の研究施設の訪問によっ

て、海外の最新技術についての興味もわきました。 
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(2) 高雄高級中学、高雄女子高級中学（台湾） 

【参加校】  高雄高級中学            6 名 

高雄女子高級中学          6 名 

早稲田大学本庄高等学院       2 名 

清真学園高等学校          2 名 

筑波大学附属駒場高等学校、     2 名 

東海大学付属髙輪台高等学校     2 名 

東京工業大学附属科学技術高等学校  2 名 

立命館高等学校      3 名 

【研究テーマ】  

早稲田本庄 高雄女子 
テラコッタ（素焼きの焼き物）を用いたエコクーラーの作

成 

清真学園 高雄女子 条件依存的なアメーバの成長 

筑駒 高雄 寄生アブラバチとアブラムシの相互関係 

東海大高輪台 高雄女子 ビタミン B2 蛍光反応を利用した UVの検出 

東工大附属 高雄 
踊るアイスキャンディーの棒 - アイスキャンディー棒チェ

インのメカニズムの解析 

立命館 高雄 2 種のプラナリアの再生速度における温度の影響について 

【研究内容】 

 本校と高雄高級中学校の研究テーマであるプラナリアの研究について報告する。プラナ

リアは扁形動物の 1 つで、再生能力が非常に高く、切断を繰り返しても再生するという生

物である。京都の鴨川では、ナミウズムシ（在来種、Dugesia japonica）とアメリカツノウ

ズムシ（外来種、Girardia dorotocephala）がよく採取できる。しかし、本校近くの小畑川

ではアメリカツノウズムシのみ採取された。一方、高雄高級中学の近くの川ではナミウズム

シが採取された。そのため、学術名では混乱を招くが、立命館がアメリカツノウズムシを、

高雄高級中学がナミウズムシを用いて、再生速度の研究に取り掛かった。事前実験から、「温

度」が再生速度へ大きな影響を与えると思われたことから、さまざまな温度条件、温度変化

条件でのプラナリアの再生を測定した。切断方法、飼育方法は両校で統一した。結果、切断

前後で温度変化をつけて実験を行った所、温度差が大きい方が再生速度が速くなった。これ

はどちらの種でも同じ傾向であった。一定の結果がでるまでに、条件検討等でかなり時間を

要したが、両校で安定した結果が出るような方法を模索、選定できたことが本研究の成果を

生む大きな要因であった。 

【年間活動内容】 

第 1 回研修会   日時：6 月 23 日 （東京工業大学附属科学技術高等学校） 

 国内校のみの研修会ではあったが、共同研究を行うにあたっての心構えや上手く進めて

いくために必要な力や姿勢についての講義を受けた。その後、自己紹介や各グループによる

進捗状況の報告が行われた。最後に台湾研修についての説明が行われた。 

海外研修   日時： 7 月 26 日～7 月 30 日 

       参加者：各校 生徒 12 名、引率教員 7 名 計 19 名 

111



 

 高雄滞在中、生徒はホームステイを行った。ホームステイを受け入れていただいた生徒の

中には共同研究のメンバーもいたため、昼夜コミュニケーションをとることができ、研究活

動にも生かされた。高雄高級中学では共同研究を行うにあたっ

ての講義を受け、お互いに密にコミュニケーションをとること

がうまく進めるコツであることを学んだ。各グループが集まり、

ミーティングや追加の実験を行った。本校生徒はプラナリアの

採取と染色実験を行った。翌日、高雄女子高級中学へ移動し、こ

れまでに各校で取り組んできた成果を発表した。4 日目は淡江大

学を訪問した。5 日間を通して、高雄高級中学と高雄女子高級中

学の生徒、日本校の生徒が良くコミュニケーションをとり、共同

で実験し、自分たちの研究についてたくさんの議論ができた。 

＜研修スケジュール＞ 

日時 研修内容 

7 月 26 日 日本出発、高雄到着、生徒はホームステイ先へ移動 

7 月 27 日 高雄高級中学にて、講義を受け、午後から共同研究 

7 月 28 日 高雄で開催されている台湾科学ポスター展示を見学。その後、高雄女子高

級中学にて、引き続き共同実験、発表の準備、成果発表会 

7 月 29 日 台北へ移動。淡江大学を訪問。大学施設の見学、ロボット研究室で説明と

サッカーロボットやウエイトリフティングロボットの実演を見学 

7 月 30 日 台北出発、日本帰国 

第 2 回研修会   日時：11 月 2 日 会場：立命館大学びわこ・くさつキャンパス 

事前にポスターのレイアウトや口頭発表用の PPT について相談できていたため、ディ

スカッションパートの微調整や、口頭発表の担当部分の相談と内容確認を行った。 

JSSF での発表   日時：11 月 3 日 会場：立命館中学校・高等学校 

  発表前に最後の確認を行った。質疑応答を含めて、立派な発表ができた。 

【成果（生徒の変容）】 

 共同研究がスタートした当時、LINE でのやりとりでうまく説明ができなかったり、相

手の意図が分からなかったりと困難な状態にあったが、PPT や紙に絵をかいて説明しあう

ように工夫し、実験方法を共通確認することができた。実際に高雄で一緒に実験すること

で、チームの一体感が生まれた。お互いに実験報告を行うことで、モチベーションを維持

することができ、満足の行く内容に仕上げられた。 

【生徒の感想から】 

・この共同研究は初めての経験で、最初は不安なことが多かったが、活動を通して、多く

の困難をチームで乗り越えることができ、充実した時間を過ごせた。（高校 2 年生） 

・夜の十二時まで高雄の生徒（ホームステイ先）と研究について話し合え、同じ好きなも

のを深く共有しあえたことが大変うれしく、楽しかった。（高校 2 年生） 

・英語力に自信がなく、最初は LINE を送ることさえも緊張したが、途中から積極的に発

言できるようになったのは、この共同研究を通しての自分の小さな成長だと思う。（高校 2

年生） 
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(3) Shawnigan Lake School（カナダ） 

【参加校】   Shawnigan Lake School (カナダ)  2 年生 2 名 

福島県立福島高等学校      1 年生 1 名、2 年生 1 名 

立命館高等学校     2 年生 2 名 

【研究テーマ】 A comparison of native and non-native aquatic plants found in 

Canada and Japan  カナダと日本における在来種と外来種の水草の比較 

【研究内容】 

6 月頃からテーマについての話し合いを行っており、当初は、カナダの Shawnigan Lake、

福島県の猪苗代湖、滋賀県の琵琶湖と、それぞれに湖の近くに位置する学校として湖を中心

にした研究を進めたいと各々異なるトピックを検討していた。しかし、8 月のカナダでの研

修時に、日本の在来種で Shawnigan Lake で外来種として大量発生しているという

Eurasian Milfoils （和名：ホザキノフサモ）という水草の種について共に学び、皆が興味

を持ち、議論の中でこの植物に絞って共同研究を行うという方向性がまとまった。しかしな

がら、帰国後ホザキノフサモは日本では絶滅危惧種に指定されており採取が極めて困難で

あることが分かり、再度の方向転換を余儀なくされた。最終的に、それぞれの湖で見られる

水草について調べ、比較するという研究を行った。具体的には、Shawnigan Lake 校ではホ

ザキノフサモ、福島高校では猪苗代湖で採取したセキショウモ、立命館高校では購入したマ

ツモと琵琶湖で採取したコカナダモを使用し、共通の条件下での溶存酸素量を測定した。コ

ントロールになる水草が無く、実験方法は同じでも測定条件が異なるため、単純には比較が

できないが、得られたデータから、Shawnigan Lake でのホザキノフサモの繁殖について議

論ができた。 

【年間活動内容】 

第 1 回研修会   日時：7 月 31 日 （TV 会議にて実施） 

 日程の関係で Zoom を使った TV 会議として実施した。立命館高校、福島高校の生徒達が

初めて顔を合わせ、自己紹介やお互い学校等の紹介を行い、それぞれが考えているテーマ案

について報告し、意見交換を行った。とりあえず、各々の関心ある湖沼問題について、研究

を始め、カナダ研修の際にその報告をすることが確認された。 

海外研修   日時： 8 月 19 日～8 月 25 日 

       参加者：各校 生徒 2 名、引率教員 1 名 計 6 名 

Shawnigan Lake School を訪れ、寮生活をしながら研修を行った。現地化学教員の指導

の下、実験室で 6 人が毎日協力して実験を行い、Shawnigan Lake で採取したホザキノフ

サモの特性（水中の溶存酸素料からわかる質量あたりの光合成の能力）を調査し、帰国後各

校で実験方法や条件をそろえられるようにした。夜の寮では、それぞれの湖での同種の違い

や遺伝子、湖内環境の違いを調べ、それらの違いからホザキノフサモがカナダだけ大繁殖す

る原因を探ろうと、帰国後の研究の方向性を議論した。 

 また、5 日間の研修中、実験の後に Baldy Mountain へのフィールドワークや British 

Colombia Museum での校外学習、また夜には天体観測などを行っていただき、カナダの大

自然や固有の文化にも触れることができた。それぞれの学習において Shanigan Lake 

School の先生方が様々な説明をしてくださり、理解を深めることができた。 
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＜研修スケジュール＞ 

日時 研修内容 

8 月 19 日 日本出発、バンクーバー到着、University of British Columbia 研修、学

内にて講義、学内博物館見学 

8 月 20 日 ナナイモへ移動、Shawnigan Lake School 到着、顔合わせ、キャンパスツ

アー、各校で行ってきた研究のプレゼンテーション、Shawnigan 湖フィ

ールドワーク（ホザキノフサモ採取）、ディスカッション、天体観測 

8 月 21 日 共同実験、Baldy Mountain フィールドワーク、ディスカッション 

8 月 22 日 共同実験、British Colombia Museum 研修、ディスカッション 

8 月 23 日 共同実験、まとめのディスカッション、Shawnigan Lake School 出発、バ

ンクーバー到着 

8 月 24 日 バンクーバー出発、翌 25 日日本到着 

第 2 回研修会   日時：11 月 2 日 会場：立命館大学びわこ・くさつキャンパス 

研究ポスターは事前に PPT の共同制作機能を使って互いの進捗を確認しながら各校で 1

枚ずつ作成していたため、合同研究発表のための最終の打ち合わせや練習を行った。 

JSSF での発表   日時：11 月 3 日 会場：立命館中学校・高等学校 

  それぞれの担当箇所を決めて発表を行った。前日に長時間の打ち合わせと練習の時間が

取れたため、スムーズな発表を行うことができた。 

【成果（生徒の変容）】 

 実際に顔を合わせて実験を行った 8 月の 1 週間で

共同研究への意欲が大きく高まった。帰国後は、カ

ナダで大繁殖している日本の在来種が日本では絶滅

危惧種となっているという事実を知り、また実際日

本の湖での採取が極めて困難であったことから、植

物の成長や繁殖の地域差を身をもって実感すること

となった。議論が振り出しに戻ることになったが、

帰国後の 9 月と 10 月の 2 カ月はほぼ毎週生徒たちだ

けで日曜日の午前中に 1 時間程度の Skype 会議を行い、進捗状況を話し合い、研究の方向

性を修正し、一つの研究を作り上げていく過程で様々な学びを得た。 

【生徒の感想から】 

・国際感覚を磨くために必要なスキルを身につける貴重な機会になりました。多様なバッ

クグランドをもった人たちが集まると、考え方が画一されず様々なアイディアが出たり、

お互いが知らなかった知識をシェア出来たりして、よりよい研究を進めることが出来まし

た。最後までやりきる力、互いに助け合って最後には全員の研究をひとつにまとめていく

力、タイムマネジメント力がつきました。（高 2 生徒） 

・国内での研究では体験できなかったであろう経験をすることができました。違った環境

下で育つ共通の水草を調べて、環境問題や経済的な問題を結びつけることによってさまざ

まな面白いことを発見することができました。今回のプログラムを通して、今グローバル

化してきている日本に必要な力を得ることができたと思います。（高 2 生徒） 
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(Ⅱ) Japan Super Science Fair（JSSF）の継続的開催による生徒発表の機会の保障 ならび

に海外理数教育重点校とのネットワークのさらなる強化 

 2003 年度から継続して開催し、17 回目を迎える本校での国際科学フェアである Japan 

Super Science Fair（JSSF）を開催した。将来、世界で活躍する科学者、技術者を育てる

ことを目的とし、「世界へ貢献する使命感」「世界中の仲間とのネットワーク」「将来への

夢」をつかんでくれることを目指している。 

生徒実行委員会によって、「Shape the World for a Better Tomorrow」がテーマと決め

られ、科学交流によって JSSF 後も続く友情を築くこと、科学のアカデミックな部分をこ

れまで以上に深めることを目的として企画した。 

以下に今年度の概要をまとめる。 

【日時】  2019 年 11 月 3 日(日)～7 日(木) 

【開催場所】立命館中学校・高等学校、立命館大学びわこ・くさつキャンパス、京都市内 

【参加校数・参加者数】 

 国・地域数 学校数 参加生徒数 参加教員数 

海外校 21 34 128 51 

国内校 
1 

9 22 11 

立命館 1 86 － 

【取組内容】 

開会式／科学研究口頭発表／科学研究ポスター発表／Science Zone（グループによる科学

ワークショップ）／Science World（科学講義）／Science Showdown（科学を題材にした

グループ競技）／Science Workshop（科学を題材にした討論）／Teachers’ Session（教員

による授業、教育方法の交流）／企業・科学館見学／交流企画／文化紹介／閉会式 
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・口頭発表数 

分野 数学 物理 化学 生物 地学 環境 ﾛﾎﾞｯﾄ その他 計 

発表数 － 7 10 21 1 8 2 － 49 

・本校生徒の口頭発表テーマ 

Practical use of Ooho as an ecofriendly container 

The effect of ethanol pretreatment on survival and growth 

in Japanese rice seedlings under salt stress 

Observations on the Effects of Low Pressure on Glow Discharge in Vacuum Tube 

Optimal cultivating conditions for Artemia 
・（共同研究） 

A comparison of native and nonnative aquatic plants found in Canada and Japan 

Comparison of antioxidants in Thai and Japanese teas 

Temperature effect on regeneration of two planarian spices: 

 Girardia dorotocephala and Dugesia Japonica 

The Relationship Between Micro Dust and the Spectrum of Objects  

Comparison of Isothiocyanates from Cruciferous Vegetables 
・ポスター発表数 

分野 数学 物理 化学 生物 地学 環境 ﾛﾎﾞｯﾄ その他 計 

発表数 1 14 21 43 1 16 4 6 106 

【成果と課題】 

 立命館グローバル・イノベーション研究機構（R-GIRO）の支援を受け、Soft Robotics

をテーマとした記念講演が行われた。生徒企画での科学をテーマにした討論の取組が行わ

れたことに加え、JSSF アプリ上で日ごとのテーマについての意見を投稿するサイトを設

ける等、科学に関して世界中の生徒達の意見を交流させることを企画し、科学への考えを

深めることを目指した。 

国内外から参加する多くの先生方が協力して、参加生徒全員を育てようというつながり

ができていることが大きな誇りであるとともに、京都の企業様による協力も多く得られ

た。さらに、Science Zone（グループによる科学ワークショップ）において本校 SSH 卒

業生である立命館大学教員による「コンピュータを用いた新薬の開発」をテーマとしたワ

ークショップが行われたり、Science Showdown（科学を題材にしたグループ競技）では

本校 SSH 卒業生のロボットクリエイターの製作したロボット Craftel を使った競技に取

り組んだりと、卒業生も含めた良い循環が始まっている。 

 本校参加生徒対象のアンケート調査についても、次のグラフが表すように、JSSF の取

組がネットワークの広がり、学習、興味付けや将来の目標に対して大変効果的であったと

言える。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ネットワークの広がり

科学分野の学習

英語の学習

学習へのモティベーションや興味付け

将来の目標への影響

大変効果的

効果的

あまり効果的でない

効果的でない
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(Ⅲ)国際共同課題研究アドバイザリー委員会の設置と討議 

国際共同課題研究の成果の一つとして、研究そのもののレベル向上を目指すことはもち

ろんであるが、高校生に必要な獲得目標や指導方法についての議論を十分に行うことが重

要である。そのために、専門家による助言を常時得るための仕組みを作ることが必要と考え

た。アドバイザーによる委員会を組織し、共同研究の目的や課題設定、より良い指導方法、

バックアップ体制等についての議論を行い、取り組みの質向上につなげる。また、国際共同

課題研究を通した理系人材育成モデルのあり方や本事業そのものの評価についても議論す

る場としたい。大学教員（立命館大学 3 名、大阪大学、大阪教育大学）、企業研究者（ロー

ム株式会社、株式会社堀場製作所）の方々に依頼し、「国際共同課題研究アドバイザリー委

員会」を組織した。 

 
第 1 回委員会 

【日時】2019 年 5 月 29 日(水) 18 時 00 分～19 時 30 分 

【場所】立命館高等学校 国際レセプションルーム 

【参加者】アドバイザリー委員 6 名、立命館高校 7 名、管理機関 2 名 

【議題】1．今次科学技術人材育成重点枠での取組の内容 

    2．国際共同課題研究に関しての意見交換 

    3．今後の取り組みと予定 

    4．その他  

【議論の内容】 

■議題 1 

 議題 1 について、資料にもとづき報告。現状の国際共同課題研究の取組がどれくらいの

規模で行われているかや、その際の研究テーマ設定の方法等についての質問を受け、意見交

換を行う。 

 
■議題 2 

 研究の進め方に関して、意見交換を行う。以下のような観点で議論。 

●指導方法、共同研究による成果について 

・共同研究はプロセスが大切。悔しさや失敗を乗り越えることこそを経験させたい。 

・研究の内容よりも、研究に対する考え方をどう指導するかが大切。 

・高校生段階では、研究のレベルや質を求めるよりも「研究活動は楽しい」ということを学

んでもらうことが重要。 

・科学的に高度で社会貢献をするような研究活動に取り組むことを意識することも大切。 

・生徒にどこまで自主性を持たせられるかが鍵。 

・研究をスタートさせる時に、ゴールをどう持つかが大切。ゴールは研究を成功させること

だけではなく、その過程の学びを得る。 

・生徒のレベルはまちまちなので、柔軟な対応が必要。 

・共同で進めるという中で、認め合いながら進めていく力をつけることが大切。 

・意見を引っ張る海外生徒の中で、自分の意見をどう出せるかが共同研究の入口である。 

 

117



 

●大学との連携について 

・研究テーマの選定等に関わって、大学と協力するのがよい。 

・指導となればたいへんだが、アドバイス程度なら可能。 

●JSSF について 

・ポスター発表の内容をデータベース化することにより、先行研究が見つけられる。同じ研

究をしているメンバーを探して人が集まるという学会のような組織にしていくことがよ

いのでは。海外にはあるが、日本には高校生の学会はあまり存在していない。 

 
■議題 3 

今後の立命館高校の SSH 事業の目指すものとして、日本の高校・高校生と海外の学校・

生徒との共同研究をマッチングできるような国際共同課題研究センター（仮称）を設立した

い旨を紹介。以下のようなアドバイスを受ける。 

・国際共同課題研究センターへの登録は個人で行えるようにする方が良い。 

・その際のマッチングや研究のコントロールがたいへんになるので、そのシステムを十分に

準備しておく必要がある。 

・生徒の活躍の場が広がっていく芽を持っているところがよいと思う。ちょっとずつでもよ

いので広めていくことが重要。 

 
■議題 4 

 今後の進め方やスケジュールについて説明し、了承。 

 
JSSF 発表の視察 

 今年度の JSSF においては、国際共同課題研究の発表を行う分科会を 2 会場設置し、ア

ドバイザリー委員の方々にも見学をいただいた。また、当日参加いただけなかった委員の方

には、発表時のビデオを配布した。ビデオを見られていくつかのご意見をいただいた。 

 その中で、この取組のよって英語だけでなく、科学的な思考力、創造性も伸びるだろうと

いうこと、また、地域性を利用して普遍性を持たせる多様なデータを得ていることや、他の

グループの発表を聞いてお互いに影響しあっていること等が評価できるとお褒めの言葉を

いただいた上で、研究内容について、高度な専門性を高める方向を追求すべきであるという

ご意見をいただいた。研究のバックグラウンドや測定方法等には専門家の意見を聞き、最先

端の技術を利用する機会を模索すべきだということで、大学や研究所との連携方法につい

てもアドバイスをいただいた。これらのご意見を次年度の活動へつなげていく。 

 
第 2 回委員会 

年間総括と今後の方向性の議論を目的に 3 月の開催を予定していたが、学校閉鎖のため

開催できなかった。 

 
委員会は次年度にも継続し、今後の方向性を明確にしたいと考える。 
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(Ⅳ)シンポジウム等、科学教育の国際化の普及活動の充実 

「第 11 回科学教育の国際化を考えるシンポジウム～新グローバル時代に向かう科学教

育を考える～」を 2 月 7 日(金)に下記の通り開催した。約 40 名の参加者を得て、SSH を

通じた科学教育の国際化に関する成果の普及や教員の意見交換の場となった。 

他にも、一年を通じて多くの SSH 校の訪問を受け、意見交換等を積極的に行ってき

た。また、JSSF をはじめ各種の取組についての報告書を配布し普及活動を行っている。 

【成  果】 

 講演Ⅰでは、「討論を大切にする科学教育」をテーマに、授業においてどのような方法が

考えられるのかの一助となった。その後、数学、英語において、それぞれ理科と教科横断授

業の試みの中で、討論を大切にした授業を研究授業として公開した。午後には、講演Ⅱで、

「討論する力を育む：多文化間共修論の視点から」をテーマに、討論する力を育む際に重要

なこと、注意すべき点等を考える機会となった。その後、この間の国際共同課題研究の取組

を紹介し、国際共同課題研究をテーマにパネルディスカッション、全体協議を行った。 

 参加いただいた先生方に、国際共同課題研究の意義を理解していただき、今後、各校での

取組として普及していくための広報として、重要な場になった。 

【参加者の感想から】 

＜講演Ⅰ＞ 

・討論によって他者の意見を取り入れながら最善の解を導くことの力については重要性を

理解していたものの、具体的な方法論が分からないでいました。特に理数分野では答えが

１つに定まってしまうものを扱いがちでした。今回の公演の「無次元量」のように科学的

根拠に基づくが解が多様になる題材を知ることができ、大変参考になりました。 

・相似則を利用した討論の活動は、適用範囲の広い知識も同様に得られるため本校でも導入

したいと思いました。「Yes, And」を教えていきたいです。 

＜数学・理科（化学）研究授業＞ 

・教科横断型の授業、とても勉強になりました。教材がとても工夫されていて good。子ど

もたちが熱心に夢中に参加している。 

・現象から解離してしまいがちな数学ですが、今回の公開授業を拝見させていただき、現象

をとり入れることでより興味関心を引けることを再確認できました。教科横断することに

教員側の恐怖感や抵抗感があるかもしれないが今後取り入れたいと思います。 

時間 内容 

10:00-10:40 講演Ⅰ「討論を大切にする科学教育」 

10:50-11:40 

公開授業「討論を大切にする授業 ～教科横断授業の試み～」 

●数学・理科（化学） 

「空間図形と結晶構造」 

高校 2年 SS コース 

●英語・理科（生物） 

「遺伝子組み換え食物」 

高校 2年 SSG クラス 

11:50-12:15 授業検討会 

12:15-12:40 英語による課題研究ポスターセッション（SSG クラス高校 3年生） 

12:50-13:40 昼食  

13:40-14:10 講演Ⅱ「討論する力を育む：多文化間共修論の視点から」 

14:20-14:40 国際共同課題研究の取組紹介 

14:40-15:30 パネルディスカッション 「国際共同課題研究で目指すもの」 

15:40-16:20 全体協議 

16:20-16:30 閉会 
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＜英語・理科（生物）研究授業＞ 

・即興の英語スピーチがみなスムーズにできている点にまず驚き、短い準備であれほどのデ

ィベート・プレゼンができるように、それまで指導を進めてこられたことに対して尊敬し

ました。その後の 3 年生のポスターセッションで、2 年生と 3 年生の力量の差を感じ、学

年が上がるにつれて、確実に生徒の力を伸ばしておられるなということを実感しました。 

・非常にレベルの高い内容で、生徒の英語に圧倒されました。本校では、あのようなレベル

で英語を使いこなすクラスはまず無いので将来、立命館高校の子たちと本校の高校生が同

じ舞台に立つことを想像すると、英語の授業改善が急務だと感じました。 

＜英語による課題研究ポスターセッション＞ 

・2 年生の授業での英語力も大したものだと思いましたが、ポスターセッションでの 3 年生

の英語力はさらにすばらしかった。貴校では 1 年間でこれだけの英語力をつけておられる

のだと感じました。 

・授業やポスターセッションなどいずれにおいても生徒がとてもいきいきとしていたのが

印象的でした。 

＜講演Ⅱ＞ 

・討論する力を身に付ける意義を理解することができました。ただただ相手を論破するとい

うわけではなく、お互いの文化差を理解し、関係をより一層深めるために必要なことであ

ると理解しました。 

・日本文化の影響を受けた私たちがどのように討論に向き合うかがとても明確になりまし

た。直接的コミュニケーション、１～10 まで言葉で説明する、それがプラスにはたらく討

論をイメージすることができてよかったです。異文化間での国際共同課題研究の実例を知

り、これからの教育の中で大切な部分だと感じました。理科的視点からの学びだけでなく、

総合的な力が必要とされていることを感じました。 

＜国際共同課題研究の取組紹介＞ 

・国際共同研究は、高校生レベルでは遠い話だと思っていましたが、同じ西日本にある高校

の女子生徒が韓国に行って、その成果を英語で堂々と発表しているのを見ると、本校でも

取り組む価値のあるものだと感じました。 

・高校 3 年生がしっかりと自分の言葉で話をしている姿は取り組みによって得た自信が感

じられ、国際課題研究が生徒にとってとても良いものになっていることがよく分かりまし

た。教員のスキルが成功を左右する難しい取り組みでもあると思います。 

＜パネルディスカッション・全体協議＞ 

・グローバルリーダーを育てるために、英語力と科学の力だけでは足りないというのは大変

納得ができ、今後の活動のよいヒントとなりました。 

・グローバル化が進んでいるのを、日常生活だけではなく、アカデミックなレベルでも生徒

に実感させてあげたいと思いました。本校もアメリカ研修を実施しているのですが、訪問

だけで終わっているので、何とか改善しなければと思いました。 

・パネルディスカッションの場で言われた「教員同士のネットワーク」という言葉も耳に残

っています。同じく海外校との共同研究に関心がある先生方とのコミュニティを築けるシ

ステムが作れれば飛躍的に活動が広がると思いました。 
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④実施の効果とその評価 
 今年度指定を受けた科学技術人材育成重点枠では、 

「国際共同課題研究」を利用したグローバルマインドを持つ研究者の育成 

を研究テーマとして取り組み、大きな成果を得られたと考えている。以下に、具体的な取組

の 4 項目に沿って成果をまとめるが、それら全体を通して、今次科学技術人材育成重点枠

での連携校として協力して一緒に取り組んだ 
福島県立福島高等学校／早稲田大学本庄高等学院／清真学園高等学校 
筑波大学附属駒場高等学校／東海大学付属髙輪台高等学校 
東京工業大学附属科学技術高等学校／奈良女子大学附属中等教育学校 

の 7 校の先生方と、国際科学教育の方向性について熱心な議論が出来る協力関係を築けた

ことも大きな成果であったと認識している。 
 
(Ⅰ)国際共同課題研究の実施と評価 

連携校とともに、タイ、台湾、カナダの 3 コースで 9 本の国際共同課題研究に取り組ん

だ。 
●タイ Chitralada School との共同課題研究 

・立命館高等学校－Chitralada School（Thailand） 

   Comparison of Isothiocyanates from Cruciferous Vegetables 
 ・奈良女子大学附属中等教育学校－Chitralada School（Thailand） 

   Cu2+ Adsorption by Guava Leaves and Coffee Grounds 
●台湾  高雄高級中学、高雄女子高級中学との共同課題研究 

 ・筑波大学附属駒場高等学校－Kaohsiung Senior High School (Taiwan) 

   Aphids killers – Interaction between parasitoids and aphids 

 ・東京工業大学附属科学技術高等学校－Kaohsiung Senior High School (Taiwan) 

   Dancing Popsicle Sticks - Experimental Analysis of the Popsicle Chain Reaction 
 ・立命館高等学校－Kaohsiung Senior High School (Taiwan) 

   Temperature effect on regeneration of two planarian species 

                   : Girardia dorotocephala and Dugesia Japonica  
 ・清真学園－Kaohsiung Girls' Senior High School (Taiwan) 

   Amoeba Growth Variations Depending on Conditions 
 ・早稲田大学本庄高等学院－Kaohsiung Girls' Senior High School (Taiwan) 

   Making an Eco-friendly cooler with terra-cotta pot. 
 ・東海大学付属髙輪台高等学校－Kaohsiung Girls' Senior High School (Taiwan) 

   Detection of Ambient UV by Using Vitamin B2 Fluorescence Reaction 
●カナダ Shawnigan Lake School との共同課題研究 

・福島県立福島高等学校－立命館高等学校－Shawnigan Lake School（Canada） 

   A comparison of native and non-native aquatic plants found in Canada and Japan  
 
これらの共同研究の成果は JSSF において、海外校と共同発表を行った。また、その実践

内容について、「科学教育の国際化を考えるシンポジウム」において報告した。 
この取組による生徒の変容については、後で述べる。 
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(Ⅱ)Japan Super Science Fair（JSSF）の継続的開催による生徒発表の機会の保障ならび

に海外理数教育重点校とのネットワークのさらなる強化 

 11 月 3 日(日)～7 日(木)、本校において 17 回目となる Science Fair を「Shape the World 
for a Better Tomorrow」をテーマとして開催した。22 カ国・地域から海外校 34 校、国内

校 10 校が参加して盛大に開催出来た。海外校 34 校はこれまで 17 回の中で最大数であっ

た。 
 上記、(Ⅰ)の共同課題研究の発表を海外から参加の先生方に広く知ってもらうため、共同

課題研究の発表会場を特設し、4 会場の中の 2 会場を共同課題研究の発表会場とした。次の

(Ⅲ)のアドバイザリー委員の方にも発表を見学いただいた。 
 今回の JSSF では、サイエンスのアカデミックな部分をより充実させることを目標にし

ており、。立命館グローバル・イノベーション研究機構（R-GIRO）の支援を受け、Soft 
Robotics をテーマとした記念講演が行われたり、生徒企画での科学をテーマにした討論の

取組が行われたりした。討論では、Science Workshop という討論のための時間の他、JSSF
アプリ上で日ごとのテーマについての意見を投稿するサイトを設ける等、科学に関して世

界中の生徒達の意見を交流させることを企画し、科学への考えを深めることを目指した。 
国内外から参加する多くの先生方が協力して、参加生徒全員を育てようというつながり

が出来ていることが大きな誇りであるとともに、京都の企業様による協力も多く得られた。

さらに、Science Zone（グループによる科学ワークショップ）において本校 SSH 卒業生で

ある立命館大学教員による「コンピュータを用いた新薬の開発」をテーマとしたワークショ

ップが行われたり、Science Showdown（科学を題材にしたグループ競技）では本校 SSH 
卒業生のロボットクリエイターの製作したロボット Craftel を使った競技に取り組んだり

と、卒業生も含めた良い循環が始まっている。 
 各種アンケート調査についても、高い評価が得られた。 
 
(Ⅲ)国際共同課題研究アドバイザリー委員会の設置と討議 

アドバイザーによる委員会を組織し、共同研究の目的や課題設定、より良い指導方法、バ

ックアップ体制等についての議論を行うことを目指した。第 1 回委員会においては、多く

の有益なアドバイスをいただき、その後、活動の進捗状況を適宜報告しながら、共同研究の

実践に取り組んだ。研究発表の場である JSSF を案内し、何名かの委員の方には発表を見て

いただき、当日参加いただけなかった委員の方には発表のビデオをお届けし、年度末に第 2
回委員会を実施する予定をしていたところ、新型コロナウィルス感染拡大防止による学校

閉鎖のため、委員会を中止せざるを得なかった。改めて、何らかの機会を持って、ご意見を

伺いたいと考えている。 
 
(Ⅳ)シンポジウム等、科学教育の国際化の普及活動の充実 

今年度が 11 回目となる「科学教育の国際化を考えるシンポジウム」を 2 月 7 日(金)に、

約 40名の参加者を得て開催した。今年度実施した国際共同研究の実践を中心に報告を行い、

「討論を大切にする科学教育」を目指して、「討論する力を育む」ことについて、多くの参

加者とともに議論を行った。今後の我が国が目指す国際科学教育の方向性と、その中での国

際共同課題研究の有効性を多くの方に理解いただけたものと考えている。 
 
 今年度、国際共同課題研究に参加した生徒達にとった、アンケート調査(資料 12)から以下の

ような生徒の変容を読み取れる。 
 まず、取組の中で、どのグループも相当な苦労をしたことが以下のことから窺える。 

「研究の方針や実施で意見が異なることがあった」に対して、Yes が 8、No が 1（研究は全

部で 9 本）であった。「Yes の場合、意見が異なることが何回くらいあったか」に対して、
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9 回が 4、8 回が 2、7 回が２と答えている。正確な数でなく感覚的な部分もあるだろうが、

相当回数の意見の食い違いがあったと思われる。困った点としてあげられていることも次

のように多岐にわたる。 

・テーマがなかなか決まらない 

・台湾と日本で扱う材料が違った 

・実験器具が違うため結果が違う 

・細かい数値や，手順などの実験方法の統一が困難 

・ものごとに対する考え方が違い、日本側の考え方をなかなか理解してもらえない 

・コミュニケーションがうまく取れない 

・普段使わない英語かつビデオ会議を用いての話し合い 

 このような中で、グループによる違いはあるが、ビデオ会議を 20 回以上行っているグル

ープもいくつかあり、そうでなくても、LINE 等での頻繁な連絡を取り合い、意見の食い違

いや上手くいかない点を克服するために、多くのグループで努力が出来た。 

 その結果、研究活動全般についての感想には、次のような意見が見られた。 

・意見を正確に伝えることの難しさや、離れている場所同士で協力し、一つの結論に導

くことの大変さを感じられた。ただ、意見が違うことが、実験のアイデアを生み出す

ことにもつながり、意見を尊重しあい、活発に議論することの大切さを痛感した。 

・プログラムを通して、他人と何か一つのことを成し遂げるという難しさを知った。こ

れからも、このような機会は増えていくと思うが、今回の経験を活かしていきたい。 

・話をしていくうちに徐々にスムーズに英語が話せるようになり、聞き返される回数も

格段に減り、短期間で自分が実感できるほどの成長ができた経験は、とても嬉しく、

また自信につながりました。 

・挑戦して克服できたこともある。反対に，失敗したこともあった。でも，そのすべて

が今の私の糧となっていると強く感じる。 

・楽しかったことも，実験の結果が出ず悔しく思ったこともあったが，すべて非日常で，

この取り組みでしか得られないものである。 

・台湾に実際に行き、実験の方向性を決めることはとても大切であると強く感じた。 

・今回の研究を通して、研究の進め方を学びました。 

・メンバーでお互いに助け合いながら、そしてこまめに連絡を取り合いながら、実験や

発表の準備を進めることができたので非常に良い研究活動になったと思う。 

・何度説明しても伝わらない、何度聞いても理解できないことはよくありました。どう

すればよいのか？と相談し、より一層モチベーションをあげることができました。 

・最後までやりきる力、互いに助け合って最後には全員の研究をひとつにまとめていく

力、タイムマネジメント力がついたように感じます。 

・今まで持っていた価値観が大きく変わるような日々であった。 

・研究を通じて仲間の輪を広げられたこと、これが一番嬉しかった。 

・一緒に協力した国内校の仲間とも、一生の付き合いのできる関係を築きあげる貴重な

経験をすることができました。 

・科学以外の面についても自分自身が成長できたと思う。そして、将来自分の研究が世

界で通用するように目標を持とうと思うことが出来た。 
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⑤成果の発信・普及 
これまでの成果の発信・普及については、以下のような取組を行ってきた。 

(1) ホームページでの広報 
 取組ごとに本校 HP で報告記事を掲載し、その中で、成果や課題、留意点について丁寧に

公開してきた。 
(2) 海外科学交流に関わるアドバイス 
海外科学交流に関わって、その方法や対処法に関して、多くの問合せを受け、適宜、それ

ぞれに対応してきた。 
(3) シンポジウムの開催 
「科学教育の国際化を考えるシンポジウム」を毎年開催し、今年度で 11 回を重ねた。そ

れぞれの回ごとに、重要と考えるテーマを設定し、本校での取組を紹介することとともに、

参加いただいた先生方による議論を重ねてきた。 
(4) 国際共同課題研究の普及 
 過去 6 年間の指定を獲得した「科学技術人材育成重点枠」において、連携校とともに国際

科学教育を考える取組を行ってきた。とりわけ、国際共同課題研究を連携校とともに実践し、

その意義と方法を普及してきた。 
(5) JSSF の開催 

Japan Super Science Fair を 17 回開催し、国内の多くの学校を招待してきた。その中で、

本校が確立してきた国際科学教育の取組を体験いただくとともに、それぞれの学校の国際

ネットワーク構築に協力してきた。 
 
 次年度以降の普及のための計画については、第５期（先導的改革型）の申請の中で、これ

までの成果を発信・普及することを目的に以下のような計画を立てている。第５期指定が獲

得できなかった際にも、以下の中で可能な範囲で努力する。 
(1) 国際科学教育の普及 
これまで、科学技術人材育成重点枠の連携校とは、国際科学教育の発展のために、たいへ

ん充実した議論を積み重ねてきており、このような国内ネットワークの必要性を強く感じ

ている。今後、このような連携の輪をさらに広げて、国内ネットワークをさらに拡大、充実

していく。 
(2) 国際共同課題研究センター 
本校の最も大きな成果の一つである「国際共同課題研究」を普及させることを目的に、立

命館に「国際共同課題研究センター（仮称）」を設置し、日本の多くの高校生へその機会を

提供したいと考えている。国際共同課題研究を希望する高校生を募集し、本校の海外交流校

の生徒とマッチングを行い、それぞれが半年くらいの期間で共同研究を実践し、その研究成

果の発表機会として、JSSF で発表の場を設定する。可能な範囲で、本校 SSH 主対象生徒

によって、共同研究の内容や海外校との連携の方法について、アドバイスを受けられる体制

を整えたいと考えている。 
(3) JSSF の開催 

JSSF を今後も継続・発展させ、多くの国内校が参加できるよう配慮する。高校生の研究、

とりわけ、海外校との共同研究については、研究計画やスケジュール設定が重要であり、最

終発表の場が明確であることが大きな成果に結びつくと考えている。そのための場として、

JSSF は最適の場であり、多くの学校がここで共同発表を行えるようにしたい。同時に、

JSSF は、参加校が国際ネットワークを構築するためにも貴重な機会であり、多くの学校が

充実したネットワークを構築できるよう協力する。 
 

124



 

⑥研究開発実施上の課題及び今後の研究開発の方向性 
 本校では、4 期 18 年間の SSH 研究開発を行ってきた。基礎枠とは別に、 

平成 19 年度  SSH 特別枠研究 

平成 20 年度  SSH 重点枠研究 

平成 23 年度  コア SSH 

平成 24 年度  コア SSH 

平成 25～26 年度 科学技術人材育成重点枠 

平成 27～29 年度 科学技術人材育成重点枠 

令和元年度    科学技術人材育成重点枠 

の研究開発も行ってきた。その課題は、いずれも国際科学教育の発展、普及を目指したも

のであり、多くの連携校とともに深い議論を積み重ね、共同で海外研修等の取組を実践し

てきた。とりわけ、平成 27 年度以降の科学技術人材育成重点枠においては、国際共同課

題研究の取組を実践し、多くの成果を得るとともに、連携校への普及を担ってきた。 

そのような中で、以下の点を課題として認識している。 

(1) 国際科学教育の全国的普及 

本校では、第 3 期、第 4 期の 10 年間、国際科学教育に関わって得てきた多くの手段、

方法を普及させることが使命と考えて尽力してきた。一部の学校とは、深い連携の中で、

それらの普及に成功したが、全国的に見ればまだまだ限定的である。第 3 期においては、

国際化についての関心がまだ弱かったと感じている。ようやく、多くの学校が国際化へ向

かっての取組を充実させている中で、普及活動が重要であると考える。とりわけ、国際共

同課題研究の実践を多くの学校へ広げることが喫緊の課題である考えている。 

 
 今後の研究開発の方向性としては、上記の課題を解決し、さらに充実した科学教育を実

践、普及させることを目的に、第 5 期（先導的改革型）での研究開発を行うことを希望

し、以下の研究開発課題を設定し、応募している。 

研究開発課題名： 

科学教育のグローバルデザインと国際共同課題研究の全国普及を目指すシステムづくり 

研究開発課題を推進するために，以下の 4 つの柱を立てて取り組む。 

（Ⅰ）これまでの研究開発で得てきた国際科学教育手法の全国への普及と国際ネットワー

クの共有 

（Ⅱ）「国際共同課題研究」の普及と、そのための「国際共同課題研究センター」設置へ 

の取組 

（Ⅲ）中高大連携による課題研究の深化と、課題研究による社会協創意識の醸成 

（Ⅳ）Japan Super Science Fair（JSSF）の継続的開催による、高校生の国際的な発表機

会の提供、ならびに、海外理数教育重点校との協力関係の強化 
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❽科学技術人材育成重点枠関係資料（データ，参考資料など） 
 
資料 11 JSSF での効果度の調査 

（立命館生徒） 

 
（海外生徒） 

 

（海外教員） 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ネットワークの広がり

科学分野の学習

英語の学習

学習へのモティベーションや興味付け

将来の目標への影響

大変効果的 効果的 あまり効果的でない 効果的でない
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学習へのモティベーションや興味付け
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大変効果的 効果的 あまり効果的でない 効果的でない
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生徒のネットワークの広がり

生徒の科学分野の学習

生徒の学習へのモティベーションや興味付け

生徒の将来の目標への影響

大変効果的 効果的 あまり効果的でない 効果的でない
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資料 12 立命館高校ＳＳＨ重点枠 共同課題研究 ＪＳＳＦ後アンケート 
 
皆さんの研究活動について，アンケートの協力をお願いします。 
【研究テーマの設定について】 
１．どのようにテーマを決めましたか？ 
 
２．はじめに決めたテーマを（続けた ・ 途中で変えた） 

（途中で変えた理由） 
 
【研究の進め方について】 
生徒同士の互いの連絡はどのようにとりましたか？（○を付ける。複数可） 
（ ）Line   （ ）zoom   （ ）PC やスマートフォンのメール 
（ ）skype   （ ）その他（具体的に               ） 
連絡の頻度と内容（Line などの通信記録（内容も）を各校担当の先生に提供してください） 

時期 内容 
５月  
６月  
７月  
８月  
９月  
１０月  
１１月 JSSF 後  

【共同研究校訪問（７月（台湾），８月（タイ・カナダ））】 
訪問したことによる成果は何ですか？ 
 
【発表準備】（口頭発表スライドとポスターの作成） 
 
【研究で困ったこと】 
 
【先生の関わり】 
 
【共同課題研究実施の前後での変化】（各個人で書いてください。誰が書いたか名前も） 
 
ここから下は，全員がそれぞれで記入してください。 
【次回，参加する生徒へのアドバイス】（各個人で記入。書いた人の名前も書いてください） 
 
【今年の取り組み全般に関して，自由記述】（各個人で記入。名前・学年も書くこと。） 
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2019/11 

 

研究テーマ「 

                                                       」 

提出代表者(記入者)（           ） 

１．下表の各項目の時期に〇を付けてください（２回あれば２つ〇，３つ以上も可） 

研究のプロセス ５月 ６月 ７月 夏休み ９月 １０月 １１月３日 

先行研究など参考文献，インターネット

での検索など文献調査を行った 
      発表 

研究目標を決定した／目標を絞った 

目標を設定しなおした 
      発表 

観察・実験・観測・測定など研究の手段が

決まった 
      発表 

仮説とその検証の手順が決まった 

手順を変えた 
      発表 

検証のための実験・観察・観測などを行っ

た。製作した。調製した。 
      発表 

ゴールが見え始めた 

追加データが必要になった 
      発表 

まとめ（ポスター，論文）を始めた 

 
      発表 

 
２．メンバーの役割は何ですか。複数該当するときは，深く該当する人に◎，該当する人に〇を。(該当しない場合空欄，分からない場合？) 

全メンバーの名

前を書く 

↓ 

研 究 中 の 役 割 発表の役割 

まとめ

役 

目的設定仮説の検

証の計画を立てた 

文献 

調査 

工夫やアイデ

アを出した 

実験・観察・製

作などを実施 

結果を 

整理 

アンケート記入

提出(この紙) 

ポスタ

ー作成 

スライド

作成 
発表で全員 

          ◎ 

          ◎ 

          ◎ 

          ◎ 
 
３．各質問について〇で囲んだり，内容を記述してください。 

 
記入後，担当の先生まで提出すること。 

かけた時間（相対的に判断して記号で書く → なし× かなり長い◎ 長い〇 短い△ かなり短い□） 

目標設定(  )  文献調査(  )  追認実験・観測(  )  研究手段の決定(  )  研究仮説の決定(  ) 

仮説検証の手段決定(  )  実験や製作(  )  追加実験(  )  実験観察技術の習得(  )  機材の調整(  ) 

どのような点が困りましたか（行き詰ったか） 

 

 

どのような点が難しかったですか 

 

 

研究の主要部分や行き詰っ

たときの担当の先生のアド

バイスについて，回数と内

容で分けて回答 

 

回数について ： 多かった   適切だった   少なかった 

内容について ： 高度でよかった 高度すぎて困った 適切だった 低度でよかった もの足りなかった 

要望があれば記述 

研究に取り組んでほぼ満足するものになりそうですか はい   いいえ（下の理由を○複数可） 

不満足理由 時間不足  まとまった時間が必要  研究器具・分析装置がない  うまく協力できなかった  テーマ選びがまずかった 

研究目的がまずかった  研究手法に限界  その他(                              ) 

最初から，迷わず研究が進んだ いいえ    はい 

回り道をして研究がまとまった(無駄な実験などがあった) いいえ    はい 

研究の方針や実施で意見が異なることがあった いいえ    はい（主に    月ごろ） 

夏休みに入るまで(7 月)どの方向に研究が進むのかわからない時期があった いいえ    はい（主に    月ごろ） 

7 月以降で何のために実験をしているのか分からなくなったことがあった いいえ    はい（主に    月ごろ） 

研究の途中で中だるみを感じた いいえ    はい（主に    月ごろ） 

グループ内でリーダー的な人（提案者）の存在 固定していた  固定しないがいた  いなかった 

グループ内で方針や実施について議論しなかった はい   いいえ（理由を下から選ぶ） 

なぜ議論がなかったか（ 必要なし リーダー不在 知識や意識の共有なし 話し合う雰囲気なし その他：            ） 

実験・測定・観察の過程では，グループ内で役割が決まっていた いいえ   はい 

まとめの段階では，グループ内で役割が決まっていた いいえ   はい 

一度は実験・測定・観察に失敗した いいえ   はい 

実験・観察結果(製作)について 失敗のみで結果出ず終了  予想する値や結果が出た  予想値と予想外の値や結果も出た 

実験・観察結果(製作)の精度について 精度が良い結果  精度は悪かったが向上した  努力したが精度が悪いまま 
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