別紙様式１－１
熊本県立熊本北高等学校
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23～27

❶平成２７年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告（要約）
① 研究開発課題
科学に興味・関心が高い人材を発掘し、論理的に考え、高い実験技能と応用力、英語運用力、ディスカッショ
ン力を身に付けさせる「北高アクティブプラン」を行い、科学技術立国日本を導くアクティブな人材を育成する。
② 研究開発の概要
「北高アクティブプラン」
（１）理数大好き生徒の発掘と拡大
１学年全生徒に探究的活動の場を設定し、地域社会の豊富な学術資源に気づかせ、科学への興味・関心を高
め、基本的な論理的思考能力を育成するとともに、ＳＳＨ講演会、地域小中学生との連携により、科学への好
奇心旺盛な人材を発掘する。
（２）高い実験技能と応用力の育成
理数科目に関する知識と基礎実験能力を強固なものにし、その上で大学の出張講義や実験・実習を効果的に
取り入れ、高い実験技能とそれらを応用できる能力を育成する。
（３）実践的な英語運用能力の育成
県内唯一の本校英語科が有する高い語学力を理数科及び普通科先端科学クラスにも展開するとともに、海外
の高校、大学と理数系科目を中心とした交流を行い、実践的な英語運用能力を育成する。
（４）論理的思考能力とディスカッション能力の育成
科学的データをもとに、論理的に物事を考え、それを口述及び論述により表現できるプレゼンテーション能
力を高め、さらに、ディスカッションによって相手を納得させていく能力を育成する。
（５）高大接続教育の開発と質の高い理科教育の推進
研究を持続的に推進するため、県内各大学や行政さらに企業等との間で連携を進め、熊本に軸足を置いた高
大及び地域との強い接続を持つ取組を行う。また、大学の専門教育に繋がるような質の高い理数教育ができる
ように、教師が研修を行い指導力の向上に取り組む。
③ 平成２７年度実施規模
主対象クラスは、１学年全クラス、及び２、３学年の理数科と普通科先端科学クラス（ＦＳＣ）である。講
演会・成果発表会等は学校全体で取り組んだ。ＦＳＣは普通科理系の中に設置したＳＳＨクラスの名称である。
主対象となった生徒は１学年３６３名、２学年７５名、３学年７５名である。
④ 研究開発内容
○研究計画
実施した事業「北高アクティブプラン」と対象生徒は次のとおりである。
第１年次（平成２３年度）（※は第１年次だけ実施の取組）
（１）理数大好き生徒の発掘と拡大
実施した事業
対象生徒
「アクティブリサーチⅠ」
１学年全員
ＳＳＨ講演会
全校生徒他
熊本北高杯中学生科学研究発表会
近隣中学生
（２）高い実験技能と応用力の育成
理数科目における高大連携等
関東研修
２学年理数科
天草研修
１学年理数科
放射線実習セミナー
１学年理数科
熊本大学Ｘ-Earth センター市民フォーラム
希望者
熊本大学公開講座「数学へのいざない」
※
希望者
工学フォーラム２０１１
※
１学年理数科代表
科学系部活動の振興
熊本県高等学校生徒理科研究発表会
部活動生

（３）実践的な英語運用能力の育成
アクティブＥ ２学年理数科科学英語講座
国際交流（モンタナ大学講義）※

２学年理数科
２学年理数科・英語科

ノーベル賞受賞者講演
※
１､２学年理数科
（４）論理的思考能力とディスカッション能力の育成
「アクティブリサーチⅡ」
（課題研究）
２学年理数科
アクティブＤ
１､２学年全員
（５）高大接続教育の開発と質の高い理科教育の推進
アクティブリサーチⅢ ＳＳＨ生徒研究発表会
２学年理数科
課題研究論文集の作成
２学年理数科
アクティブＴ
教職員
（６）その他
ＳＳＨ成果発表会
１学年全員＋２学年理数科
広報活動
ＳＳＨ研究部他
第２年次（平成２４年度）
（第１年次から継続の取組は省く）（※は第２年次だけ実施の取組）
（１）理数大好き生徒の発掘と拡大
２学年普通科に先端科学クラス（ＦＳＣ）を設置
２学年普通科理系希望者
「アクティブラボ」
１学年理数科
西合志東小学校おもしろ科学実験教室 by 北高
１､２学年希望者及び小学生
科学展見学
希望者
（２）高い実験技能と応用力の育成
理数科目における高大連携等
熊本大学研究室体験講座
２学年理数科・先端科学クラス
有明海沿岸実習
希望者
崇城大学市民公開講座
※
希望者
第６回ハイテク・ユニバーシティ in 熊本
※
希望者
（３）実践的な英語運用能力の育成
アクティブＥ モンタナ研修
※
２学年理数科・先端科学クラス
シンガポール国際数学チャレンジ※
２学年理数科・３学年英語科
英語科との連携
２学年理数科・先端科学クラス・英語科
（４）論理的思考能力とディスカッション能力の育成
「アクティブチャレンジ」
１学年理数科
第３年次（平成２５年度）（前年度から継続の取組は省く）（※は第３年次だけ実施の取組）
（２）高い実験技能と応用力の育成
理数科目における高大連携等
世界結晶年プレ企画記念講座
※
２学年理数科・先端科学クラス
（３）実践的な英語運用能力の育成
アクティブＥ シンガポール研修
２学年理数科・先端科学クラス
（４）論理的思考能力とディスカッション能力の育成
「アクティブチャレンジ」
２学年理数科
（５）高大接続教育の開発と質の高い理科教育の推進
アクティブリサーチⅢ
サイエンスインターハイ＠ＳＯＪＯ
３学年理数科・先端科学クラス
安田女子中学高等学校ＳＳＨ研究発表会
２学年理数科・生物部
サイエンスキャッスル 2013 大阪大会
※
２学年先端科学クラス
ＳＳＨにおける国際化の取組についての発表会
２学年先端科学クラス
先端技術研修及び特別講義
２学年理数科・先端科学クラス
第４年次（平成２６年度）
（前年度から継続の取組は省く）
（※は第４年次だけ実施の取組）
（１）理数大好き生徒の発掘と拡大
東海大学「世界一行きたい科学広場 in 熊本」
部活動生希望者

（２）高い実験技能と応用力の育成
理数科目における高大連携等 鹿児島研修
※
２学年理数科・先端科学クラス
世界結晶年企画記念講座
※
２学年理数科・先端科学クラス
科学系部活動の振興 科学系部活動生徒研修会
部活動生
（４）論理的思考能力とディスカッション能力の育成
アクティブＤ・ディベート講座
１学年全員
（５）高大接続教育の開発と質の高い理科教育の推進
アクティブリサーチⅢ
サマーサイエンスフェスタ in 北九州
３学年理数科・先端科学クラス
ＳＳＨ３校合同課題研究中間発表会
２学年理数科・先端科学クラス
九州環境ユースミーティング in ＡＳＯ
※
２学年先端科学クラス
第５年次（平成２７年度）（前年度から継続の取組は省く）（※は第５年次だけ実施の取組）
（１）理数大好き生徒の発掘と拡大
中村修二博士ノーベル賞講演
※
希望者
（２）高い実験技能と応用力の育成
理数科目における高大連携等 関西研修
２学年理数科・先端科学クラス
（３）実践的な英語運用能力の育成
ＳＳＴ来校
２学年理数科・先端科学クラス･英語科
（４）論理的思考能力とディスカッション能力の育成
｢Ａチャレ・アクティブイングリッシュ｣
２学年理数科
○教育課程上の特例等特記すべき事項
（１）アクティブリサーチⅠ（１単位） １学年全員を対象に、「総合的な学習の時間」を１単位代替した。
（２）アクティブリサーチⅡ（２単位） ２学年理数科及び普通科先端科学クラスを対象に、「社会と情報」
を２単位代替した。
（３）アクティブラボ（１単位） １学年理数科を対象に、「総合的な学習の時間」１単位を代替した。
（４）アクティブチャレンジ（２単位） ２学年理数科を対象に、「課題研究」を２単位代替した。
○平成２７年度の教育課程の内容
対象生徒
教科
科目
単位数
１学年全クラス
ＳＳＨ アクティブリサーチⅠ １単位
２学年理数科･普通科先端科学クラス ＳＳＨ アクティブリサーチⅡ ２単位
１学年理数科
ＳＳＨ アクティブラボ
１単位
２学年理数科
ＳＳＨ アクティブチャレンジ ２単位
○具体的な研究事項・活動内容
（１）学校設定科目「アクティブリサーチⅠ」
１学年全生徒を対象に実施した。進路リサーチを通して大学・学部研究を、学問リサーチで大学の先生の
講義を受け、マイリサーチで自ら興味を持った研究内容をテーマに、情報の収集や整理及び発信を行った。
（２）２学年普通科に先端科学クラス（ＦＳＣ）を設置
探究活動「アクティブリサーチⅠ」を受けて、さらに継続的に探究を行いたいと希望する普通科理系の生
徒で、ＳＳＨクラス「先端科学（フロンティアサイエンス）クラス（ＦＳＣ）」（１クラス）を編成した。
（３）学校設定科目「アクティブラボ」
１学年理数科に、理数科目及び情報の基礎実験・実習に取り組ませた。
（４）ＳＳＨ講演会
元南極観測隊（越冬隊）の岩野 祥子氏に、南極観測や科学を志す心構え等について講演していただいた。
（５）熊本北高杯中学生科学研究発表会
地域連携の取組の一つとして、近隣中学生による科学研究発表会を本校で行った。
（６）小学生おもしろ科学実験教室
地域連携の取組の一つとして、近隣小学生対象の科学実験教室を本校生を講師に行った。
（７）関西研修「日本の科学の最先端を探究する」
高輝度光科学研究センター SPring-8、京都大学、兵庫県立大学等の研究施設を見学し講義を受けた。
（８）天草研修
熊本県天草市御所浦島で白亜紀の地層観察や化石採集、漁体験、磯観察等を行った。

（９）熊本大学研究室体験講座
熊本大学の理･工･医･薬の各学部の研究室に分かれ、１日、講義や、実験・実習の体験を行った。
（10）有明海干潟実習
熊本県が有する広大な有明海干潟の調査研究を熊本県立大の指導のもと実施した。
（11）科学系部活動の振興
化学部、生物部、地学部が活動した。研究成果を各種発表会で発表した。
（12）シンガポール研修
シンガポールの高校、国立シンガポール大学、企業等を訪問し研修した。
（13）科学英語講座
本校ＡＬＴを講師に、物理の講義・実験を英語で行った。
（14）学校設定科目「アクティブリサーチⅡ」（課題研究）
２学年理数科及び先端科学クラスが課題研究を行った。成果各種発表会で発表し、論文を作成した。
（15）学校設定科目「アクティブチャレンジ」
科学的処理能力を要する問題を中心の学習を 1 単位、サイエンスイングリッシュの学習を１単位行った。
（16）アクティブＤ
課題研究を各種発表会で発表した。１学年ＡＲⅠでディベート講座を実施した。
（17）アクティブリサーチⅢ
課題研究を論文にまとめ、その収録集を作成した。対外的な発表会に参加した。
（18）先端技術研修及び特別講義
地元の先端科学技術を学習するとともに、地元で活躍する研究者の講義を受けた。
（19）放射線実習セミナー
放射線に関する基礎知識を習得することを目的に講義を受け、簡単な実習を行った。
（20）中村修二博士ノーベル賞講演会（国府高等学校）
２０１３年ノーベル物理学賞受賞の中村修二博士の講演会に希望者が参加した。
（21）アクティブＴ
本校教師がＳＳＨ先進校を視察訪問し、また、対外的な会で意見発表を行った。全教員でアクティブラー
ニングの実践に取り組んだ。
（22）ＳＳＨ成果発表会
今年度ＳＳＨ事業の報告を行い、研究成果を広く広報すること等を目的にＳＳＨ成果発表会を実施した。
⑤ 研究開発の成果と課題
○実施による成果とその評価
（１）理数大好き生徒の発掘と拡大
科学に対しての興味・関心を高める効果は上がっており、地元の資源や地元での研究に目を向ける生徒も
出てきている。また、「情報収集能力」「情報整理能力」「コミュニケーション能力」「情報発信能力」の
伸長もみられる。１学年マイリサーチにおいても、自ら実験を行うなどの研究もみられるようになった。
（２）高い実験技能と応用力の育成
大学や研究施設等での実験・実習や講義を取り入れた活動を行うことにより、理数科目に関する知識と基
礎的な実験能力を育成ができている。応用できる能力の育成が今後の課題である。
（３）実践的な英語運用能力の育成
海外研修等に参加した生徒たちを中心に、英語の必要性を強く感じ、意欲的に事業に取り組み、実践的な
英語運用能力と積極性は確実に向上した。生徒全体の英語運用能力の育成に繋げることが課題である。
（４）論理的思考能力とディスカッション能力の育成
主に課題研究に取り組むことで、論理的思考能力、情報収集・整理能力、プレゼンテーション能力が高ま
っており、外部の発表会で入賞するなど、内容も向上している。
（５）高大接続教育の開発と質の高い理科教育の推進
全校体制で「アクティブラーニング」の実践による授業改善に取り組み教師の指導力向上を図っている。
高大接続の研究が今後の課題である。
○実施上の課題と今後の取組
第１期の計画は、全校体制で概ね順調に遂行している。今後、生徒全員の育みたい力を伸ばすために、第１
期事業を継続し、さらに、国内外の研究・教育機関等との連携を深化させるとともに、教科横断を意識した教
育課程や合教科型の観点を踏まえた学校設定科目の研究、生徒が主体的に学ぶ授業形態の研究が課題である。
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❷平成２７年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発の成果と課題
① 研究開発の成果
《理数大好き生徒の発掘と拡大》
１ 学校設定科目「アクティブリサーチⅠ」
平成２３年度から実施している、本校ＳＳＨの全校体制を象徴する学校設定科目である。年間を３期に区切
り、進路リサーチ、学問リサーチ、マイリサーチの３段階で行う形式は、ＳＳＨ開始と同じである。内容を少
しずつ変更しており、マイリサーチの探究する時間の確保に努めた。また、探究したことを発表することを目
標としており、その訓練としてディベート入門講座を取り入れている。外部講師を招き、競技ディベートの要
素を加えディベートの方法を学び、その後、同じテーマで肯定派と否定派を両方経験しながら、実際に班対抗
でディベートを行うという形式である。ディスカッション能力の育成に効果を上げた取組である。学問リサー
チは５年間ほぼ同じ方法で１０講座を開講した。外部講義は２回実施し、生徒は異なる２講座を受講した。今
年度は、１０講座中９講座が大学、１講座が民間企業の方にも講師を務めていただいた。マイリサーチの探究
活動は、興味を持って取り組む生徒が増加している。アンケート調査や実験を実際に行った研究も増えた。校
内発表会で１位になった作品は、星までの距離を測るという研究で、誤差は大きかったものの実際自分で月ま
での距離を測定したものであった。全体的な内容の水準も向上している。アンケートの結果、科学や自然観察
への興味・関心は微増ながら上昇しており、
「情報収集能力」
「情報整理能力」
「コミュニケーション能力」
「情
報発信能力」は、生徒自身の意識調査によると大幅に向上した。
２ ２学年普通科に先端科学クラス（ＦＳＣ）を設置
第２年次より設置し、４年目である。意欲的な生徒が集まり、理数科と良い意味でのライバル関係で、課題
研究や普段の学習にも取り組んでいる。２学年は、６班中３班が、安田女子中高や金光学園中高で開かれた発
表会に参加するなど非常に積極的である。３学年は九州工業大学で開かれたサマーサイエンスフェスタで優秀
賞を受賞した。課題研究成果を活かして、平成２５年度は国公立大５、私立大３、平成２６年度は国公立大４、
私立大６、今年度は国公立大６、私立大１の２５名が推薦入試・ＡＯ入試で合格した。
３ アクティブラボ
基礎実験・実習講座そのものは順調に進んでいる。授業の回を重ねるごとにレポートの書き方も丁寧になり、
質も向上している。小学生おもしろ科学実験教室の際は、手際よく実験や説明を行うことができている。数多
くの実験・実習をする効果は十分得られている。
４ ＳＳＨ講演会
科学的リテラシーの重要性を文系生徒にも理解させることを目的の一つとした。どの講演も興味深く、生徒
も有意義な時間を過ごした。将来への意欲や学習意欲・進路意識を高める有効な取組となった。
５ 熊本北高杯中学生科学研究発表会
１２月の冬休み中に、県の科学展に出品した作品を本校にて口述で発表する会である。初年度の３校から４
人から徐々に増え、今年度は５校８人の参加であった。発表会後は、化学部生徒を講師として、実験講座を開
いた。中学生の科学への興味・関心を高めるとともに、本校生と地域との親睦が深まった取組である。
６ 小学生おもしろ科学実験教室
第４年次より本校文化祭の一企画として実施している。参加者も約１００人を集めた。本校生が先生役を務
めることで人間的にも学力的にも成長するとともに、地域貢献にも繋がった。
《高い実験技能と応用力の育成》理数科目における高大連携等
７ 関西研修「日本の科学の最先端を探究する」
第１年次から実施しているが、今年度より１泊２日に縮小して実施した。非常に効果的な取組で、生徒たち
は意欲を新たにしてその後の課題研究等に取り組んだ。
８ 天草研修「天草御所浦の歴史と自然」
第３年次から、物理の揚力の講義とその応用の｢伝馬船櫓漕ぎ体験｣を取り入れ、物理・生物・地学の研修を
取り入れることができている。グループで協力して研究に取り組む姿勢を育成することができる。
９ 熊本大学研究室体験講座

熊本大学の理、工、医、薬学部の研究室に数人ずつに分かれ、１日、講義や、実験・実習の体験を第二高等
学校と合同で実施した。大学での授業・研究を体験することができ、96％以上の生徒が「大学での研究に対す
る興味・関心が高まった」と答えている。
10 有明海干潟実習
環境問題について関心を抱かせ、生物実験の醍醐味を伝えることができる非常に有意義な研修であった。
11 科学系部活動の振興
部員数は少ないものの積極的に活動した。化学部、地学部が熊本県高等学校生徒理科研究発表会、熊本県科
学研究物展示会に出品した。また、化学部は金光学園中学高等学校で行われた英語でのポスター発表に参加し
た。さらに、大学主催の子ども向け科学イベントにブースを出したり、県の科学系部活動研修会に参加するな
ど少しずつではあるが活動が活発化している。
《実践的な英語運用能力の育成》アクティブＥ
12 シンガポール研修
第２年次から行っている海外研修で、訪問先をシンガポールに選定して３回目の研修である。ＳＳＴ（現地
セカンダリースクール）での英語での発表等多くの交流と研修を通し、生徒はコミュニケーションツールとし
ての英語の必要性を強く自覚し、帰国後の英語に対する姿勢に影響を与えた。校内の報告会を全て英語で行っ
たほか、研究発表においてもシンガポール研修参加者を中心に英語での要旨説明がほとんどの発表でなされ
た。また、３年間交流しているＳＳＴが昨年６月には来校した。今後、科学の共同研究を含めて継続して交流
していく予定である。
13 科学英語講座
本校ＡＬＴによる英語による物理実験の授業で、今回で３回目になる。第 2 年次までは留学生を講師とした
単発的に授業であったが、物理専門のＡＬＴのおかげで授業と関連した内容の講座が実施できている。海外研
修同様生徒の英語学習に対する意欲及び進路意識を大きく向上させる取組であった。
《論理的思考能力とディスカッション能力の育成》
14 学校設定科目「アクティブリサーチⅡ」
（課題研究）
２学年理数科及び先端科学クラスが課題研究を行った。数学、物理、化学、生物、地学、情報、体育の１３
班に分かれ取り組んだ。生徒は自主的に放課後や夏休み・冬休み中にも研究を行った。今年度、テーマ設定や
研究方法に関して、県内の大学等の指導・協力を受けた班は、前年度指導を受けた研究の継続研究を除くと、
例年より少ない３班にとどまった。プレゼンテーションにおける表現力、観察・実験のデータ量、考察の深ま
りなど、年々全体的な研究内容のレベルアップがみられ、校内発表会では、審査結果が僅差になっている。生
徒たちは積極的に対外的な発表会への参加を希望するようになってきた。
15 学校設定科目「アクティブチャレンジ」
２学年理数科の学校設定科目として実施した。第４年次までの授業から大きく変更し、１単位を物理、化学、
生物の理解力・応用力・考察力、科学的処理能力を必要とする問題演習を中心とした内容の授業とした。特に
科学英語では、本校全体で取り組んでいるアクティブラーニングの手法を大きく取り入れ、班ごとに英語の論
文を読み、その内容をクラス全体に英語で説明するという形式の授業にした。生徒たちは、非常に活発に活動
し、英語をそれまでより身近なものとして捉えるようになった。また、
「意見をまとめられるようになった」
「科
学的思考ができるようになった」など情報収集能力、論理的思考能力の育成にもつながっている。次年度以降
の入学生からは、学校設定科目「グローバルサイエンスコミュニケーション（Ｇcom）
」として、独立させる計
画である。
16 アクティブＤ
ディベート・ディスカッションの取組である。課題研究の校内外での発表、海外研修では英語による発表も
行った。第４年次からは、１学年に対し外部講師によるディベート入門講座を実施している。ディスカッショ
ン能力、発表会や講演会での質問力が養成されてきている。
《高大接続教育の開発と質の高い理科教育の推進》
17 アクティブリサーチⅢ
研究論文の作成と対外的な発表を行った。３学年は、前年度に行った課題研究の内容を、２学年は今年度取
り組んでいる研究の経過を中心に発表を行った。この５年間の最も大きな変容は、生徒が積極的に対外的な発
表会への参加を希望するようになったことである。
18 先端技術研修及び特別講義
先端科学への興味・関心をより高め、課題研究、学習、高校生活に対する意欲をより向上させる目的で、第
３年次より熊本県産業技術センターで実施している。生徒は興味を持ち、効果は十分得られている。

19 放射線実習セミナー
放射線に関する基礎知識を習得することで、東日本大震災後の発電所事故以来国民的関心事の放射線・原子
力問題について、正しい理解・判断をするための力の育成に役立つ取組であった。
《その他》
20 中村修二博士ノーベル賞特別講演会
希望者による今回限りの取組であった。参加した生徒は、科学・技術や海外での研究活動に対して興味・関
心をより高めた。
21 アクティブＴ
平成２５年度から引き続き、全教員でアクティブラーニングを柱とした授業改革に取り組んだ。授業力向上
を目的としたスキルアップ期間を年２回実施し、授業者は授業公開シートを作成し、授業を公開し互いに授業
見学を行って授業力の向上に努めている。また、今年度は本校教師の対外的な３件の発表を行い、ＳＳＨやア
クティブラーニングの実践の成果の普及を図っている。
22 ＳＳＨ成果発表会
市民会館崇城大学ホールを会場に、１、２学年全員が参加して行った。第３年次より、司会・進行を含め、
生徒主体の会とし、今回も、のべ３９名の生徒がステージ発表を行った。同級生、上級生の頑張りを生徒たち
自身がよくわかるようにした。また、どの発表、報告に対しても数多くの生徒が積極的に質問の挙手をし、こ
の点も５年前と比べた大きな変容である。
② 研究開発の課題
《理数大好き生徒の発掘と拡大》
１ 学校設定科目「アクティブリサーチⅠ」
マイリサーチの内容が、少しずつ進化したものになっているが、生徒の頑張りに負うところが大きい。その
年度の１学年団とＳＳＨ研究部で作り上げてきた学校設定科目であり、１学年教職員の構成メンバーにより、
指導が異なることがあった。課題の設定方法や探究活動時の指導方法に、本校なりのやり方を確立する必要が
ある。マイリサーチの時間確保は、以前から出ている課題である。ディベート講座の時期について検討したい。
２ ２学年普通科に先端科学クラス（ＦＳＣ）を設置
ＦＳＣのクラス自体はうまく機能しているが、１学年でＦＳＣを希望する生徒の数が減少している。また、
募集の時期がマイリサーチの探究活動を始める前の２学期前半であるため、マイリサーチで探究することに楽
しさを見出した生徒が、その後ＦＳＣを希望できないという問題もある。中学にはＦＳＣの設置もよく知られ
るようになって、入学の段階で、理数科ではなくＦＳＣに入りたいと考える生徒もいる。
３ 学校設定科目「アクティブラボ」
アクティブラボを１学年で経験した理数科生徒が２学年で課題研究に取り組む際に、実験･観察や結果のま
とめ方、ポスター作りで優位に立つことはないことは判明している。しかし、多くの実験の手法を身に付ける
有意義な時間であり、理数科以外にも広げたい授業である。
４ ＳＳＨ講演会
全体講演では、科学的リテラシーの重要性を文系生徒にも理解させることも目的の一つとした。講演は興味
深く、有意義なものだった。学習意欲や進路意識を高める有効な取組となっている。
５ 熊本北高杯中学生科学研究発表会
参加者にとっては非常に有意義で、中学生の科学への興味・関心を高め、本校生と地域との親睦が深まった
取組である。しかし、近隣中学校の科学研究は盛んなわけではなく、参加者数は今回初めて減少に転じた。開
催時期を含めて方法・方策の再検討が必要である。
６ 小学生おもしろ科学実験教室
第４年次より本校文化祭の一企画としたことで、参加者も約１００人を集め大盛況であり、地域貢献にも繋
がった。しかし、理数科のクラス企画が限定されてしまうことが昨年からの課題として残った。
《高い実験技能と応用力の育成》
理数科目における高大連携等
７ 関西研修「日本の科学の最先端を探究する」
効果をあげている取組であり、生徒のその後の高校生活に対する意欲やモチベーションが上がり、ＳＳＨ事
業全体に好影響を与えている。前年度までの２泊から１泊に減らし、生徒負担の金額も減額できた。同じ形式
で今後も続ける予定である。
８ 天草研修「天草御所浦の歴史と自然」
効果をあげている取組である。今後、環境問題の視点を入れたり、測定や計測を取り入れた研修を加えたい。

９ 熊本大学研究室体験講座
第二高等学校と合同で実施しているが、生徒同士の交流はない。事前・事後の研修を含め検討の余地がある。
10 有明海干潟実習
有意義な研修である。昨年度からの反省で参加者数を増員も検討したが、船の定員があり困難であった。
11 科学系部活動の振興
研究活動に興味がある生徒は、ＡＲⅡで課題研究に取り組むため、科学系部活動生徒が増えないという課題
が解決したわけではない。しかし、少人数でも意欲的に活動している。理数科生徒全員を科学系部活動と兼部
させる案も一部教師からは上がっているが、人数だけが成果ではないと考える。
《実践的な英語運用能力の育成》アクティブＥ
12 シンガポール研修
例年、研修に参加した生徒は非常に意欲的で、研修時も積極的に行動し、その後、課題研究や授業でもリー
ダーとして行動しており、対外的な発表会にも積極的に挑戦している。また、学習にもよく取り組むようにな
っている。研修人数の増員も含めて、研修に参加した生徒以外への成果の普及が課題である。
13 科学英語講座
内容的に授業とのつながりは持たせることができたが、講座その時間だけの英語のみの授業である。その前
後の授業との関連や、科目全体へのつながり等も考えたい。次年度は「アクティブチャレンジ」の科学英語の
時間に組み込むことなどを検討中である。
《論理的思考能力とディスカッション能力の育成》
14 学校設定科目「アクティブリサーチⅡ」
（課題研究）
以前から指摘されているように、教員の指導力の向上が最も大きな課題である。課題研究は、ＳＳＨ事業の
中心をなすものであり、第４年次から時間割の中に組み込んである理数科会・課題研究担当者会をさらに活用
し研修を深めていきたいと考える。
15 学校設定科目「アクティブチャレンジ」
より高度な内容に取り組む場合に、考える上で必要な知識を習得・理解することに時間がかかり、予想より
も課題解決に時間がかかることも多いという前年度までの反省を活かし、次年度入学生からは、理科の科目を
ＳＳ理科の名称で学校設定科目とし、その中で発展的な内容、高度な内容に取り組むこととし、科学英語の分
野は、「グローバルサイエンスコミュニケーション（Ｇcom）」として別の学校設定科目にする。
16 アクティブＤ
１学年のディベート入門講座の実施時期が検討中の課題である。また、２、３学年で発表を担当せず経験し
ない少数の生徒たちをどう育てていくかという新たな課題がある。
《高大接続教育の開発と質の高い理科教育の推進》
17 アクティブリサーチⅢ
今年度は、課題研究班がのべ３５作品、部活動がのべ７作品が対外的な発表会に参加した。次年度も数多く
挑戦させるとともに、入賞も目指させたい。
18 先端技術研修及び特別講義
関西研修と同時期に実施しており、研修が立続けに行われるのは研修効果上あまり望ましくない。実施時期
について再考が必要である。
19 放射線実習セミナー
効果が上がっている。文系生徒も含めた全校生徒に体験させたい内容である。
《その他》
20 中村修二博士ノーベル賞特別講演会
次年度はない。今後もこのような会や大学の公開講座等に積極的に参加させたい。
21 アクティブＴ
引き続き、アクティブラーニングの実践による授業改革には全職員で取り組む。教師の対外的な発表による
成果の普及も図っていきたい。
22 ＳＳＨ成果発表会
２月に１、２学年の全校体制で初めて実施した。次年度以降３学年の進路決定者を参加させることを考える。
生徒主体の形式は今後も継続していく予定である。ステージ上での発表を経験させることも目的の一つである
が、２学年以上が収容できる会場が本校の近隣になく、外部のホールを借用しているため、安全上の観点から
は、本校体育館で形式を変えて実施するかどうかは検討課題である。

