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別紙様式２
2320

23～27愛知県立刈谷高等学校
あい ち けん りつ かり や こう とう がつ こう

平成２４年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施計画書
（平成２３年度指定、第２年次）

１ 学校の概要
（１）学校名，校長名

愛知県立刈谷高等学校 校長 鈴木 栄
あい ち けん りつ かり や こう とう がつ こう すず き さかえ

（２）所在地，電話番号，ＦＡＸ番号

〒448-8504 愛知県刈谷市寿町5-101

TEL 0566-21-3171 FAX 0566-25-9087

（３）課程・学科・学年別生徒数，学級数及び教職員数

①課程・学科・学年別生徒数，学級数
課程 学科 第１学年 第２学年 第３学年 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
全日制 普通科 361 9 362 9 361 9 1084 27

共通 － 217 － 212 － － －（ ）うち理系

②教職員数
校長 教頭 教諭 養護教諭 非常勤講師 実習助手 事務職員 司書 その他 計AET
1 2 58 2 10 2 1 6 0 1 83

２ 研究開発課題

豊かな未来を創造できる人材育成のためのカリキュラムの研究開発
～豊かで持続可能な社会を構築できる人材の育成～

３ 研究の概要
「豊かで持続可能な社会の形成」をキーワードに、科学技術創造立国としての我が国を

支える科学的リテラシーを身に付けた人材育成と、国際社会の中でリーダーとして活躍で
きる国際的素養とコミュニケーション能力を備えた人材育成を目指す。
（１）教科「ＥＳＤ」およびスーパーサイエンス科目の設置や、大学・企業等と連携し

豊かで持続可能な社会の形成に貢た教育活動によって「ＥＳＤ」の概念に基づく、
の研究開発を行う。献できる人材を育成するためのカリキュラム

（２）スーパーサイエンス科目に加えて、全ての教科・科目で自然科学に関係した教材
先端科学技術に対する理解を深め、その応用によって我が国を扱うことによって、

を行う。の将来に貢献できる人材育成
（３）従来のイートン校との交流活動を強化して、英語コミュニケーション能力を高め

国際社会で活るとともに地球規模での自然科学や社会問題についての認識を深め、
を行う。躍できるリーダーを育成するための国際交流プログラムの研究開発
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４ 研究開発の実施規模

（１）スーパーサイエンス教科・科目（平成23年度より学年進行で実施）
具体的研究活動 対象

６単位 第１学年 ３６０名（全員）学校設定科目「ＳＳ数学Ⅰ」
４単位学校設定科目「ＳＳ理科Ⅰ」
２単位学校設定科目「ＳＳ公民」
４単位学校設定科目「ＳＳ英語Ⅰ」
１単位学校設定教科「ＥＳＤⅠ」
３単位 第２学年理系 約２００名学校設定科目「ＳＳ化学」

※学校設定科目「ＳＳ物理」 ４単位
※学校設定科目「ＳＳ生物」 ４単位

６単位学校設定科目「ＳＳ数学Ⅱ」
３単位 第２学年文系 約１６０名学校設定科目「ＳＳ理科Ⅱα」 ※

※学校設定科目「ＳＳ理科Ⅱβ」 ３単位
２単位 第２学年 ３６０名（全員）学校設定科目「ＳＳ英語Ⅱ」
１単位学校設定教科「ＥＳＤⅡ」
４単位 第３学年理系 約２００名学校設定科目「ＳＳ応用化学」

※学校設定科目「ＳＳ応用物理」 ４単位
※学校設定科目「ＳＳ応用生物」 ４単位

６単位学校設定科目「ＳＳ数学Ⅲ」
２単位 第３学年文系 約１６０名学校設定科目「ＳＳ理科Ⅲα」 ※

※学校設定科目「ＳＳ理科Ⅲβ」 ２単位
２単位 第３学年 ３６０名（全員）学校設定科目「ＳＳ英語Ⅲ」
１単位学校設定教科「ＥＳＤⅢ」

※は一方を選択して履修する。

（２）特別活動
具体的研究活動 対象

第１～３学年全生徒ＳＳ特別活動「ＳＳ特別講演会」
地域住民と市内中学生 約１００名
全学年希望者 約３０名ＳＳ特別活動「ＳＳ特別研究」
全学年希望者 約２０名ＳＳ特別活動「ＳＳ国際交流」
第１～３学年 約８０名ＳＳ自然科学部

「ＳＳ物理部 「ＳＳ化学部」」
「ＳＳ生物部 「ＳＳ地学部」」
「ＳＳ数学部」

（３）地域貢献活動
具体的研究活動 対象

第１～３学年 約５０名ＳＳ地域貢献活動
第１～３学年 約３０名ＳＳ中高連携実験講習会
市内中学生 約３０名

５ 研究の内容・方法・検証等
（１）現状の分析と研究の仮説

ア 現状の分析
昨年度、本校がスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）指定を申請するにあたり、

現代の児童･生徒がどのような将来像を思い描いているのかを知る資料として、愛知県総
合教育センターが小、中、高の児童生徒を対象に平成20、21年に実施した環境教育に関す
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るアンケート結果に注目した。このアンケートによれば、実に72％の児童生徒が将来の環
境について悲観的な回答をしている。また、将来問題が解決されることを肯定的にとらえ

「環境問題解決のためにている者は36％に過ぎない。しかしながら同アンケートによれば
行動したい」と考えている児童生徒は76％にのぼる。
先行ＳＳＨ校においては、先端科学技術や国際理解に関する優れた研究が実施されてい

本校は先端科学技術教育と国際理解教育に加えて３本目の柱として、ＥＳＤの概念るが、
これは 先のアンケート結果を受けて 環を導入した研究開発計画を作製し 推進した、 。 、 「（

境）問題解決のために行動したい」という生徒の気持ちに応え 「豊かで持続可能な社会、
の形成者」を育成するためのものである。
特に第１学年においては し、生徒の、「総合的な学習の時間」を「教科ＥＳＤ」に改編

変容が現れることを期待した。１学期にはＥＳＤの考え
を浸透させるために「ＥＳＤ講演会」を実施したが、こ

、 「 」の時点では まだＥＳＤという言葉や 持続可能な社会
など、基本的な事項についても知識のない生徒が多かっ
た。しかしながら 「ＥＳＤへの興味･関心」を引き出し、

「持続可能な社会を作ることの重要性」を意識させたり、
ものと思われる。ることはできた

その後、夏期休業中に課した「自主課題研究」や２学
期の「ＳＳ企業訪問」などを通して、生徒たちに理想像
としての持続可能な社会のイメージができあがりつつあ

「ＳＳ企業訪問」では、(株)デンソーの工場見る。特に
学の際に、廃材のリサイクルや、汚水浄化の方法を目の当たりにしてきているので、生徒
たちの興味・関心を高めるのに大きな効果があった。
企業見学前後の生徒の意識の変容をアンケートで示す （数字は％）。

これからの私たちの社会が、これまで以上に豊かに社会であると思いますか。

あなた自身が「持続可能な社会」作りの担い手だという自覚はありますか。

本校生徒についても、企業訪問前は、冒頭に示した愛知県総合教育センターの調査と同
企業訪問後には、未様に将来の社会を悲観的に捉えているものが過半数を占めていたが、

来社会がこれまで以上に豊かなものになると思っているものが過半数に転じた。

教科ＥＳＤ（企業訪問）
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企業の取組をはじめとして、社会自体が環境保全を重視していることが理解できたもの
と思われる。

自らが「持続可能な社会の担い手」だと意識している生徒は企業訪問後に増加しまた、
、 、ているが その内訳を見ると以前から意識の高いグループの人数にはほとんど変化がなく

「少し思う」と回答する生徒が増えたことがわかる。これまでの本校の取組は、生徒に意
識を劇的に変えるようなものではなかったが、少しずつ生徒の内面で「持続可能な社会作
り」の大切さが育っているものと思われる。ＥＳＤの概念を理解した心ある研究者を育成

来年度以降も生徒の意識を高めるための積極的な働きかけが必要である。するためには、
また、夏期休業中を中心
「 」 、に、 ＳＳ特別研究 として

東京大学や名古屋大学の研
究室で実習体験を行った。
高校レベルを超えた先端技
術についての実習であった
ので、やや難解だと感じた
生徒もいるようだが、大部

生徒は講師の指導内容分の
を理解し、科学的な思考力
や応用力を高めることがで
きた。また、科学技術の有用性についての意識が高まった。

生徒アンケートの結果を以下に示す （数字は％）。

【ＳＳ特別研究（名古屋大学）アンケート結果】 H23.8.10

今回の講座は、おもしろかったですか。

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない

８８ １２ ０ ０

講座の内容は理解できましたか。

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない

２９ ５３ １８ ０

今回の講座を受けて「科学技術」に関連する仕事につきたいと思うようになりましたか。

４６受ける前も思っており、受けた後はもっと思うようになった

１２受ける前も思っていたが、受けた後もあまり変わらない

１８受ける前は思っていなかったが、受けた後は思うようになった

２４受ける前は思っておらず、受けた後もあまり変わらない

今回の講座を受けて、科学は自分の身の回りのことを理解するのに役立つと思いましたか。

５９受ける前も思っており、受けた後はもっと思うようになった

３５受ける前も思っていたが、受けた後もあまり変わらない

６受ける前は思っていなかったが、受けた後は思うようになった

０受ける前は思っておらず、受けた後もあまり変わらない

これらの生徒については、校内の文化祭（本校は一般開放している）で研究内容を発表
することによって、生徒や職員だけでなく、地域の人々や中学生に実習で得た科学的知見

（「 」の説明を行った また。 、愛知県内のコアＳＳＨ事業としての発表会 自然科学部交流会
「 」 ） 、 。や 科学三昧 など や 高等学校文化連盟主催の発表会等でも研究成果を発表している
発表を経験することにより、生徒自身の研究への理解は深まっている。また、発表手段

（ 、 ） 。パソコンによるプレゼンテーションや 発表用ポスターなど の作成力も向上している

ＳＳ特別研究（東京大学） ＳＳ特別研究（名古屋大学）
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聴衆にわかりやすい発表となるよ口頭発表時においては、
う、言葉を選んで説明したり、基礎的な知識・技術をかみ
砕いて説明する能力を獲得することができた。
イートン校との交流は、同校の訪日する３月を待って実

、 、施することにしている。日英両国の生徒が 科学館を訪れ
展示見学や講義受講の後に、英語による意見交換を行うこ

本校が従来実施していた異文化交流をとを計画している。
重視した国際交流に加えて、自然科学的な知識や体験を通
しての交流が行えるものと思われる。
平成24年度の研究にあたっては、以下の３点が課題であ

る。
（１）より多くの生徒が先端科学技術に触れられるように

大学・企業との連携に参加する機会を増やすこと
（２）日常的な研究活動を充実させるために、ＳＳ自然科学部の活動を充実すること
（３）豊かで持続可能な社会形成についての研究を深め、その研究内容を地域社会に還元

すること

イ 研究の仮説
我が国には「科学技術創造立国」で謳われた による地位を築きあげ先端科学技術の振興

るだけでなく、国際世界へのさらなる貢献が求められている。ＥＳＤは新学習指導要領に
も掲げられた の理念と共通する 「持続発展教育」を視野に入れたこのよう「生きる力」 。
な教育は、従来の先行ＳＳＨ校の研究内容として扱われた事例は少なく、本校がＳＳＨ校
として へと進化することによって、持続可能な社会の意義を理解し、その構ＥＳＤの拠点
築を行うことができる人材を育てることが重要である。
以下に研究の仮説を列記する。

【仮説１】
現行の理科、数学等をスーパーサイエンス対応科目に改編することにより、基礎的な学

力とさらなる応用力を養うことができる。全ての教科においても自然科学やＥＳＤの概念
を導入した授業を展開することにより、 や の形成につ先端科学技術 豊かで持続可能な社会
いての理解を深めることができる。
【仮説２】
学校設定科目「ＥＳＤ」を設けることで、環境、経済、社会、文化等の諸問題について

の知識や理解を深めるとともに、 を高めることができる。また、社会問題を問題解決能力
主題とした探究活動を行い、 を実施することにより、分析力や表現レポート作成と発表会
力を高めることができる。
【仮説３】
従来、行われている英国イートン校との交流を発展させることによって、生徒の国際的

な視野を広げるとともに、国際的なコミュニケーション力を高めることができる。また、
国際世界の中でリーダーとして地球規模の視野で科学技術の発展や環境問題を捉えさせ、

を育成できる。活躍できる人材
【仮説４】
大学等の研究機関や企業との連携した活動により、生徒の自然科学や環境に対する興味

・関心を高めるとともに、 を高めることができる。探究活動を通した問題解決能力
【仮説５】
生徒の研究成果を近隣の中学校などの することで、生徒の積極的な行動地域社会に還元

力を引き出し、 を高めることができる。社会貢献能力

「科学三昧 あいち2011（愛知県内のin
発表会 」におけるポスターセッション）
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仮説と期待される成果
検証のための具体的研究 期待される成果

１年生 ・科学的リテラシーの習得仮説１
ＳＳ理科Ⅰ ＳＳ数学Ⅰ ＳＳ英語Ⅰ ・自然科学全般についての基礎知識習得「 」「 」「 」

２年生 ・自然科学についての幅広い視野の形成

「ＳＳ理科Ⅱα 「ＳＳ理科Ⅱβ」 ・科学的探究能力と応用力の育成」

「ＳＳ物理 「ＳＳ化学」 ・英文読解力、作成力の習得」

「ＳＳ生物 「ＳＳ数学Ⅱ 「ＳＳ英語Ⅱ」 ・自然科学の学習や研究に対する意欲の喚起」 」

３年生 ・先端科学の内容理解

「ＳＳ理科Ⅲα 「ＳＳ理科Ⅲβ」 ・科学的思考力と探究能力の育成」

「ＳＳ応用物理 「ＳＳ応用化学」 ・環境に対する意識の深化」

「ＳＳ応用生物 「ＳＳ数学Ⅲ」 ・論文作成能力の向上」

「ＳＳ英語Ⅲ」 ・教員の資質向上

特別活動

「ＳＳ特別講演会 「ＳＳ特別研究」」

「ＳＳ国際交流」

「ＳＳ地域貢献活動 「ＳＳ自然科学部」」

１～３年生 ・ＥＳＤの概念に基づく環境、経済、社会、文化仮説２
「ＥＳＤⅠ～Ⅲ」 を調和させるための知識と能力の獲得

１年生 ・環境問題全般についての知識の習得

「ＳＳ公民」 ・環境に対する意識の深化

上記ＳＳ科目 ・国際問題についての知識の習得

上記特別活動 ・海外での環境問題の理解

・社会環境整備についての知識の習得

・先端科学の内容理解

・科学的思考力と探究能力の育成

・論文作成能力の向上

・プレゼンテーション能力の向上

・探究活動を介した実践力、行動力の育成・教員

の資質向上

１～３年生 ・国際的コミュニケーション能力の育成仮説３
「ＥＳＤⅠ～Ⅲ」 ・英文読解力、作成力の習得

「ＳＳ英語Ⅰ～Ⅲ」 ・先端科学の内容理解

「ＳＳ特別講演会」 ・環境に対する意識の深化

「ＳＳ国際交流」 ・現代社会のしくみの習得

・政治経済についての基礎知識の習得

・社会全般にわたる幅広い視野の形成

・教員の資質向上

１～３年生 ・科学的リテラシーの習得仮説４
「ＥＳＤⅠ～Ⅲ」 ・自然科学全般についての基礎知識習得

「ＳＳ理科Ⅰ～Ⅲ 「ＳＳ数学Ⅰ～Ⅲ」 ・自然科学についての幅広い視野の形成」

「ＳＳ物理 「ＳＳ化学 「ＳＳ生物」 ・科学的探究能力と応用力の育成」 」

「ＳＳ応用物理 「ＳＳ応用化学」 ・自然科学の学習や研究に対する意欲の喚起」

「ＳＳ応用生物」 ・先端科学の内容理解

特別活動 ・科学的思考力と探究能力の育成

「ＳＳ特別講演会 「ＳＳ特別研究」 ・環境に対する意識の深化」

「ＳＳ地域貢献活動 「ＳＳ自然科学部」 ・論文作成能力の向上」

・教員の資質向上

１～３年生 ・ＳＳＨ事業成果の地域への発信仮説５
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「ＥＳＤⅠ～Ⅲ」 ・先端科学の内容理解の深化

特別活動 ・環境に対する意識の深化

「ＳＳ特別講演会 「ＳＳ特別研究」 ・学校の活性化」

「ＳＳ地域貢献活動 「ＳＳ自然科学部」 ・地域との連携強化」

・ＥＳＤの概念に基づく環境、経済、社会、文化

を調和させる能力の獲得

・探究活動を介した実践力、行動力の育成

（２）研究内容・方法・検証
、 「 」 。研究を実施するにあたり 以下のような 刈谷高校ＳＳＨ研究５カ年計画 を設定した

刈谷高校ＳＳＨ研究５カ年計画

（平成23～25年度）ＳＳＨ１～３年目
段階的開発・上記仮説を検証する人材育成プログラムの年次に沿った

↓
（平成26年度）ＳＳＨ４年目

人材育成プログラムについての検証と研究発表・過去３年間の研究で得られた
→ （日本で開催、愛知県が誘致を決定）「国連ＥＳＤの10年」の総括会議
においてＥＳＤに基づくＳＳＨ研究の成果を発表する。

↓
（平成27年度）ＳＳＨ５年目
人材育成プログラムの検証・過去４年間の
ＳＳＨ継続のための新たな研究課題設定・次年度以降の

ア 研究内容と方法

①第１学年
スーパーサイエンス科目 スーパーサイエンス特別活動 自然科学やの授業や によって

社会科学に対する広範な知識と視野を身に付けさせる 学校設定教科「ＥＳとともに、
を介して、環境、経済、社会、文化などの諸問題に対して広範な知識を定着さＤ 」Ⅰ

豊かで持続可能な社せたり、企業訪問を行って環境への配慮を学んだりすることで、
の形成についての視点を養う。会

スーパーサイエンス科目
科目と単位数 内容 期待される成果
「ＳＳ理科Ⅰ」 ・物理、化学、生物、地学の理科の各分 ・自然科学全般についての基礎知識習得具
４単位 野について幅広く学習し、自然科学に ・自然科学についての幅広い視野の形成体

対する興味・関心を高め、基礎知識の ・自然科学の学習や研究に対する意欲の喚起的
定着を行う。 ・科学的思考力の育成研

「ＳＳ数学Ⅰ」 ・ 数学Ⅰ 「数学Ⅱ 「数学Ａ」の配列を ・教員の資質向上究 「 」 」

６単位 系統的にまとめ、解析や代数分野の発

展的内容を学習する。

「ＳＳ英語Ⅰ」 ・自然科学に関する英語論文を扱うとと ・英文読解力、作成力の習得

４単位 もに基礎的な英語力を定着させる。

「ＳＳ公民」 ・環境、経済、社会、文化などの諸問題 ・現代社会の基礎知識の習得

２単位 を総合的に扱い、豊かで持続可能な社 ・社会全般にわたる幅広い視野の形成

会について考える資質を養う。
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・学習指導要領の範囲を超えた、発展的内容を扱った教材を開発し、授業を実施する。方
・大学や企業との連携により、先端科学技術の理解や豊かで持続可能な社会の実現を意識した指導方法の工夫法
と改善を行う。

学校設定教科「ＥＳＤ」
科目と単位数 内容 期待される成果
「ＥＳＤⅠ」 ・身近な環境、経済、社会、文化等の諸 ・環境問題をはじめとする社会問題全般につい具
１単位 問題について学び、社会の関係性や自 ての知識の習得体

然環境との関係性の理解を深める。 ・ＥＳＤの概念に基づく環境、経済、社会、文的
・大学や企業などとの連携から科学技術 化を調和させるための基礎知識と能力の獲得研
や環境保護、国際交流などの面につい ・教員の資質向上究
て学び、豊かで持続可能な社会形成に

ついての基礎的な素養を身に付ける。

・教科横断的に環境、経済、社会、文化等を総合的に扱った教材を開発し、授業を実施する。方
・大学や企業との連携により、豊かで持続可能な社会の実現を意識した指導を行う。法

② 第２学年
自然科学や社会科学に対する広範な知識と視野を身に付けさせるために、前年度の

実践と関係付けて や を行い、東スーパーサイエンス科目 スーパーサイエンス特別活動
京大学、名古屋大学、愛知教育大学との連携を図り、ｉＰＳ細胞を利用した研究や、
素粒子を扱った研究など についても理解を深める。大学レベルの発展的内容
また、教科 を介して、持続可能な社会を形成するための知識の定着を「ＥＳＤ 」Ⅱ

図るとともに、課題研究などの に取り組み、主体的に行動する能力を養う。探究活動

スーパーサイエンス科目
科目と単位数 内容 期待される成果
「ＳＳ理科Ⅱα」 ・ 生物Ⅰ 「生物Ⅱ」の配列を系統的に ・科学的リテラシーの習得具 「 」

３単位 まとめ、生物分野を中心に自然科学全 ・科学的探究能力と思考力、応用力の育成体
般について大学レベルの発展的内容を ・自然科学の学習や研究に対する意欲の喚起的
扱い、最先端科学技術について学習す ・先端科学の内容理解研
る。 ・環境に対する意識の深化究

「ＳＳ理科Ⅱβ」 ・ 化学Ⅰ 「化学Ⅱ」の配列を系統的に ・教員の資質向上「 」

３単位 まとめ、化学分野を中心に自然科学全

般について大学レベルの発展的内容を

扱い、最先端科学技術について学習す

る。

「ＳＳ化学」 ・ 化学Ⅰ 「化学Ⅱ」等の配列を系統的「 」

３単位 にまとめ、 各専門内容の基礎力定着を

「ＳＳ物理」 図る。

４単位 ・東京大学、名古屋大学、愛知教育大学

「ＳＳ生物」 や企業と連携することで、高校では通

４単位 常扱わない最先端技術まで盛り込んだ

発展的内容の学習を行う。

「 」「 」「 」「 」「ＳＳ数学Ⅱ」 ・ 数学Ⅱ 数学Ⅲ 数学Ｂ 数学Ｃ

６単位 の配列を系統的にまとめ、高校では扱

わない微分方程式や、コンピュータを

利用した関数の視覚化などを用いて数

理的能力を高める。

「ＳＳ英語Ⅱ」 ・自然科学に関する英語論文を扱った読 ・英文読解力、作成力の習得

２単位 解と文章作成を学習する。 ・自然科学の学習や研究に対する意欲の喚起
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・英語科学論文や科学エッセイの翻訳、

講読を授業に取り入れて、大学のゼミ

レベルの読解力を身に付ける。

・学習指導要領の範囲を超えた、発展的内容を扱った教材を開発し、授業を実施する。方
・大学や企業との連携により、先端科学技術の理解や豊かで持続可能な社会の実現を意識した指導方法の工夫法
と改善を行う。

・イートン校との交流を発展させ、科学技術や環境対策などを扱った交流を行い国際理解を深めるとともに、

英語コミュニケーション能力を高める。

学校設定教科「ＥＳＤ」
科目と単位数 内容 期待される成果
「ＥＳＤⅡ」 ・豊かで持続可能な社会を形成するた ・ＥＳＤの概念に基づく環境、経済、社会、文具
１単位 めの問題点や課題を設定させ、探究 化を調和させるための基礎知識と能力の獲得体

活動を実施する。 ・環境に対する意識の深化的
・地域貢献などの活動を行ったり、中 ・国際問題についての知識の習得研

間発表会を開催したりすることで探 ・科学的探究能力の育成究
究活動の成果を発表する機会を与え ・探究活動を介した実践力、行動力の育成

る。 ・教員の資質向上

・大学や企業との連携から科学技術や

環境保護、国際交流などの面につい

て学び、豊かで持続可能な社会形成

についての理解を深める。

・生徒の課題に応じて体系的な思考力や持続可能な発展に関する価値観を育成することができるように、専門方
教科の教師が探究活動の助言や指導にあたるとともに、当該分野の大学や企業の研究室からも助言や援助を法
受ける。

・地域貢献などの活動を行ったり、中間発表会を開催したりすることで探究活動の成果を発表する機会を与え

る。

③ 第３学年
や の活用によって自然科学やスーパーサイエンス科目 スーパーサイエンス特別活動

社会科学に対する広範な知識と視野を身に付けさせるとともに、大学レベルの発展的
先端科学技術を応用する能力や 国際社会で内容についても理解を深め、社会の中で 、

を養う。教科 では、探究活動の成果をレポートに主体的に活動する能力 「ＥＳＤ 」Ⅲ
地域社会に公開する。 「豊かで持続可能なまとめるとともに、 これらの活動を介して

を行う。社会の形成」に貢献できる人材育成

スーパーサイエンス科目
科目と単位数 内容 期待される成果

「ＳＳ理科Ⅲ」 ・自然科学全般について発展的内容を ・科学的リテラシーの習得具
２単位 扱い 最先端科学技術について学び ・科学的探究能力と思考力、応用力の育成体 、 、

社会の中で応用されている科学技術 ・自然科学に対する学習や研究に対する意欲の的
への理解を深める。 喚起研

「ＳＳ応用化学」 ・第１ ２学年の学習内容を発展させ ・先端科学の内容理解究 、 、

４単位 各専門内容についての先端科学技術 ・環境に対する意識の深化

「ＳＳ応用物理」 の応用について学ぶ ・教員の資質向上

４単位 ・東京大学、名古屋大学、愛知教育大

「ＳＳ応用生物」 学や企業と連携することで、地球規

４単位 模の環境に配慮した高度な最先端科

学技術への理解を深めるとともに実
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践力を高め、自然科学の知見の応用

力を育成する。

、 、「ＳＳ数学Ⅲ」 ・第１ ２学年の学習内容を発展させ

６単位 社会で理論的領域を担っている数学

の応用分野について学び、数学的思

考力や応用力を高める。

「ＳＳ英語Ⅲ」 ・自然科学に関する英語論文を扱った ・英文読解力、作成力の習得

２単位 読解と文章作成を学習する。 ・自然科学の学習や研究に対する意欲の喚起

・研究論文を英語で表現できるよう、 ・国際コミュニケーション能力の育成

文章表現力とスピーチ能力を養い、

英語による科学技術コミュニケーシ

ョン能力の育成を図る。

・学習指導要領の範囲を超えた、発展的内容を扱った教材を開発し、授業を実施する。方
・大学や企業との連携により、先端科学技術の理解や豊かで持続可能な社会の実現を意識した指導方法の工夫法
と改善を行う。

・イートン校との交流を発展させ、科学技術や環境対策などを扱った交流を行い国際理解を深めるとともに、

英語コミュニケーション能力を高める。

学校設定教科「ＥＳＤ」
科目と単位数 内容 期待される成果
「ＥＳＤⅢ」 ・第１、２学年の学習内容を課題研究 ・ＥＳＤの概念に基づく環境、経済、社会、文具
１単位 論文にまとめ、研究発表を行う。 化を調和させるための基礎知識と能力の獲得体

・研究発表会は 大学や企業の研究者 ・論文作成能力の向上的 、 、

地域の人々に公開し、これらの交流 ・プレゼンテーション能力の向上研
によって、生徒の研究成果を地域社 ・国際コミュニケーション能力の向上究
会に還元する。 ・教員の資質向上

・英語による発表会を設定し、自らの

研究成果を国際社会で活用できるコ

ミュニケーション能力を養う。

・論文作成についてはコミュニケーション能力向上のために文章表現だけでなく、情報機器を活用し適切なグ方
ラフや表を挿入したレポートができるよう指導する。法

、 。・発表の質を向上させるためにプレゼンテーションや 口頭発表における表現法や説明法についても指導する

④ その他の研究活動
等の特別活動を実施し、生徒「ＳＳ特別講演会 「ＳＳ特別研究 「ＳＳ国際交流」」 」

の科学技術や国際社会への理解を深める。また を行って、Ｓ、「ＳＳ地域貢献活動」
ＳＨ教育の成果を近隣地域や市内の中学校に還元し、 を図って生徒の主体的中高連携
な行動力を養う。

スーパーサイエンス特別活動
内容と方法 検証 期待される成果

「ＳＳ特別講演会」 ・各界の著名な外部講師を招 ・講演会後の職員・生徒 ・自然科学の学習や研究研
第１～３学年全生徒 き、自然科学や環境保護に のアンケート及びその に対する意欲の喚起究
地域住民と市内中学生 関する講演会を実施する。 年度の生徒の変容を分 ・先端科学の内容理解の
約１００名 析して行う。種
「ＳＳ特別研究」 ・東京大学、名古屋大学、愛 ・実験レポート、発表、 ・自然科学の学習や研究類
第２、３学年 約３０名 知教育大学や株式会社デン プレゼンテーションや に対する意欲の喚起と

ソーと連携し、自然科学や 事後アンケートによる ・先端科学の内容理解対
環境対策について高校生レ 生徒の変容を分析して ・科学的思考力と探究能象
ベルを超える発展的学習及 行う。 力の育成者
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び研究を集中講義形式で行 ・論文作成能力、プレゼ

う。 ンテーション能力の育

成

「ＳＳ国際交流」 ・イートン校をはじめとする ・交流レポート、発表、 ・国際コミュニケーショ

第２、３学年 約２０名 海外の教育機関と連携し、 プレゼンテーションや ン能力の向上

先端科学の学習や、環境問 事後アンケートによる ・英文読解力、作成力の

題に対する情報交換や意見 生徒の変容を分析して 向上

交換を行う。 行う。 ・自然科学や環境に対す

る意識の深化

ＳＳ自然科学部 ・既存の自然科学系部活動を ・活動状況、研究内容、 ・自然科学の学習や研究

第１～３学年 約３０名 発展的に再編し、大学・企 各種発表会、コンクー に対する意欲の喚起

業と連携することでハイレ ルへの参加状況やその ・科学的思考力と探究能

ベルな研究を目指す。 結果から分析して行う 力の育成

・論文作成能力、プレゼ

ンテーション能力の育

成

ＳＳ地域貢献活動 ・ＳＳＨで学んだ内容を地域 ・活動状況と事後アンケ ・環境に対する意識の深

第１～３学年 約５０名 の自然科学研究活動として ートの結果から分析し 化

実施する。 て行う。 ・科学的探究力と応用力

・ＳＳＨで学んだ内容を地域 の育成

の環境保護活動として実施 ・実践力、行動力の育成

する。

ＳＳ中高連携実験講習会 ・本校主催の自然科学研究発 ・活動状況と事後アンケ ・自然科学の学習や研究

第１～３学年 約３０名 表会を行い、刈谷市内６校 ートの結果から分析し に対する意欲の喚起

市内中学生 約３０名 の中学生の発表の場を設け て行う。 ・科学的思考力と探究能

る。 力の育成

・本校のスーパーサイエンス ・論文作成能力、プレゼ

部活動や、天体観測会など ンテーション能力の育

の行事を近隣中学校との合 成

同開催に改めることによっ

、 。て 中高連携の場を広げる

イ 検証
①検証の方法

成績評価結果（考査問題、実験レポート、課題レポート 、活動に参加する姿勢）
や態度、感想文、活動前後の各種アンケートから生徒、教員、学校の変容を分析す
る。

②検証の観点
1)スーパーサイエンス対応科目を活用して、 ことがで基礎的な学力と応用力を養う
きたか。

先端科学技術や豊かで持続2)自然科学やＥＳＤの概念を導入した授業展開により、
人材を育成できたか。可能な社会の形成についての理解を深め、活用できる

学校設定科目「ＥＳＤ」 環境、経済、社会、文化等の諸問題につ3) の設置により、
ことができたか。いての知識や理解を深め、問題解決能力を高める

4) により、生徒の自然科学や環境に対す大学等の研究機関や企業との連携した活動
る興味・関心を高め、 ことができたか。探究活動を通した問題解決能力を高める

分析力や表現力を5)探究活動の中でレポート作成と発表会を実施することにより、
ことができたか。高める

国際的な視野を広げ、国際的なコミュ6)イートン校との交流の発展により、生徒の
ことができたか。ニケーション力を高める
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国際世界の中でリー7)地球規模の視野で科学技術の発展や環境問題を扱うことで、
人材を育成できたか。ダーとして活躍できる

近隣の中学校などの地域社会に還元 積極的な行動力8)生徒の研究成果を し、生徒の
ことができたか。を引き出し、社会貢献能力を高める

（３）必要となる教育課程の特例等

①必要となる教育課程の特例とその適用範囲

【第１学年 「ＳＳ数学Ⅰ 「ＳＳ理科Ⅰ 「ＳＳ公民 「ＳＳ英語Ⅰ 「ＥＳＤⅠ」】 」 」 」 」
【第２学年 「ＳＳ理科Ⅱα 「ＳＳ理科Ⅱβ 「ＳＳ化学 「ＳＳ物理 「ＳＳ生物」】 」 」 」 」

「ＥＳＤⅡ」
【第３学年 「ＥＳＤⅢ」】

対象 教科・科目 単位数 代替措置 特例が必要な理由

数学Ⅰ 数学Ａ を統合し 数学の基礎的知識の定着と発展的内第１学年 ６ＳＳ数学Ⅰ 「 」「 」 、

「数学Ⅱ」や発展的内容を盛 容の理解を図るため。全生徒

り込む。

理科の各分野の基礎的知識の定着をＳＳ理科Ⅰ 「物理基礎 「生物基礎」の内容４ 」

図るため。を中心に、理科の４分野を総合的

に再編する。

「現代社会」を再編し、ＥＳ 現代社会の諸問題を学び、理解を深ＳＳ公民 ２

Ｄの概念を盛り込む。 めるため。

「英語Ⅰ」を再編し、発展的 自然科学に関する英語論文を扱ったＳＳ英語Ⅰ ４

内容を盛り込む。 読解と文章作成を学習するため。

「総合的な学習の時間」を発 豊かで持続可能な社会の形成についＥＳＤⅠ １

展させ、環境問題や社会問題 て理解を深めるため。

等を盛り込む。

「化学Ⅰ」と「化学Ⅱ」を再 化学の基礎的知識の定着と発展的内第２学年 ３ＳＳ化学

編し 発展的内容を盛り込む 容の理解を図るため。理系生徒 、 。

「物理Ⅰ」と「物理Ⅱ」を再 物理の基礎的知識の定着と発展的内ＳＳ物理 ４

編し 発展的内容を盛り込む 容の理解を図るため。、 。

「生物Ⅰ」と「生物Ⅱ」を再 生物の基礎的知識の定着と発展的内ＳＳ生物 ４

編し 発展的内容を盛り込む 容の理解を図るため。、 。

自然科学の総合的内容を扱い 自然科学の基礎的知識の定着と発展第２学年 ３ＳＳ理科Ⅱα 、

生物Ⅰ の内容を盛り込む 的内容の理解を図るため。文系生徒 「 」 。

自然科学の総合的内容を扱い 自然科学の基礎的知識の定着と発展ＳＳ理科Ⅱβ ３ 、

化学Ⅰ の内容を盛り込む 的内容の理解を図るため。「 」 。

「総合的な学習の時間」を発 豊かで持続可能な社会の形成につい第２学年 １ＥＳＤⅡ

展させ、環境問題や社会問題 て理解を深めるため。全生徒

等の探究活動を行う。

「総合的な学習の時間」を発 豊かで持続可能な社会を形成するた第３学年 １ＥＳＤⅢ

展させ、環境問題や社会問題 めに学習した内容のまとめをするた全生徒

等についての論文作成と研究 め。

発表を行う。

②教育課程の特例に該当しない教育課程の変更

【第２学年 「ＳＳ数学Ⅱ 「ＳＳ英語Ⅱ」】 」
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【第３学年 「ＳＳ数学Ⅲ 「ＳＳ理科Ⅲ 「ＳＳ応用化学 「ＳＳ応用物理」】 」 」 」

対象 教科・科目 単位数 代替措置 特例が必要な理由

数学Ⅱ 数学Ⅲ 数学Ｂ 数学の基礎的知識の定着と発展的内第２学年 ６ＳＳ数学Ⅱ 「 」「 」「 」

「数学Ｃ」を再編し、発展的 容の理解を図るため。理系生徒

内容を盛り込む。

「英語Ⅱ」を再編し、発展的 自然科学に関する英語論文を扱った第２学年 ２ＳＳ英語Ⅱ

内容を盛り込む。 読解と文章作成を学習するため。全生徒

「化学Ⅰ」と「化学Ⅱ」を再 化学の発展的内容及び化学に関連す第３学年 ４ＳＳ応用化学

編し 発展的内容を盛り込み る最先端科学技術の理解を深めるた理系生徒 、 、

社会での応用力を養う。 め。

「物理Ⅰ」と「物理Ⅱ」を再 物理の発展的内容及び物理に関連すＳＳ応用物理 ４

編し 発展的内容を盛り込み る最先端科学技術の理解を深めるた、 、

社会での応用力を養う。 め。

「生物Ⅰ」と「生物Ⅱ」を再 生物の発展的内容及び生物に関連すＳＳ応用生物 ４

編し 発展的内容を盛り込み る最先端科学技術の理解を深めるた、 、

社会での応用力を養う。 め。

数学Ⅱ 数学Ⅲ 数学Ｂ 数学の発展的内容の理解及び社会でＳＳ数学Ⅲ ６ 「 」「 」「 」

「数学Ｃ」を再編し、発展的 の数理的応用力の養成のため。

内容と応用力錬成を行う。

自然科学の総合的内容を扱い 自然科学の発展的内容と先端科学技第３学年 ３ＳＳ理科Ⅲ 、

先端科学技術を盛り込む。 術の理解を図るため。文系生徒

「英語Ⅱ」を再編し、英語表 英語論文作成能力と英語スピーチ能第３学年 ２ＳＳ英語Ⅲ

現や発表能力の向上を図る。 力を高めるため。全生徒

６ 研究計画・評価計画

（１）第１年次（平成23年度）
「ＥＳＤ 」を軸として スーパーサイエンス科目 スーパーサイエンス学校設定教科 、 やⅠ

特別活動 豊かで持続可能な社会の実現に向けて必要なをはじめとする教育活動によって、
を行う。自然科学的事象や環境問題等の基礎的な知識の定着

また、 を扱ったり、 を行ったりするこ先端科学技術に関連した教材 著名人による講演会
探究活動の基盤を形成とで生徒の自然科学や環境問題に対する意識を高め、次年度以降の

する。
ことで、自然科学に対する興味・関心を高めながら英語読英語教材に科学論文等を扱う

解や英語表現の基礎を定着させる。
今までの自然科学系の し、各種発表会やコン部活動をスーパーサイエンス部として改編

。 「 」 。クールに参加する それらの成果は ＳＳ中高連携事業 として市内の中学校に還元する

事業項目 学校設定科目「ＳＳ理科Ⅰ 「ＳＳ数学Ⅰ 「ＳＳ英語Ⅰ 「ＳＳ公民」」 」 」

（第１学年）

実施期間 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

授業等実施日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

評価見直し ○ ○

［生徒の変容］

評 授業態度・姿勢、論述式考査、課題レポート、実験レポート、感想文、各種アンケートなどの結

価 果を基に評価する。

方 （評価の観点）

法 ・理科、数学における基礎知識と基本的な考え方が習得できているか 【理科、数学】。
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と ・環境、経済、社会、文化などの基礎知識が習得できているか 【公民】。

評 ・基礎的な英文読解力が身に付いているか 【英語】。

価 ・英語によるコミュニケーション能力が身に付いているか 【英語】。

の ・自然科学分野に対する興味・関心・意欲が喚起されているか。

観 ・科学的思考力、論理的思考力が身に付いているか。

点 ・学習内容全般の幅広い視野と高い視点が獲得できているか。

［教員の変容］

生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

（評価の観点）

・生徒に、理科、数学における基礎知識と基本的な考え方が備わるような工夫がなされたか。

【理科、数学】

・生徒に、社会における基礎知識と基本的な考え方が備わるような工夫がなされたか 【公民】。

・生徒の英文読解力を高めるような工夫がなされたか 【英語】。

・生徒にコミュニケーション能力を身に付けさせるための工夫や改善がなされたか。

・自然科学分野に対する興味・関心・意欲を高める工夫がなされたか。

・生徒に科学的思考力を身に付けさせるための工夫や改善がなされたか。

・学習内容全般の幅広い視野と高い視点の獲得のための工夫がなされたか。

・教員間の連携は適切であったか。

［学校の変容］

生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

（評価の観点）

・ＳＳＨ事業の推進を通して研究開発課題の観点についての成果が現れているか。

事業項目 学校設定科目「ＥＳＤⅠ （第１学年）」

実施期間 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

授業等実施日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

評価見直し ○ ○

［生徒の変容］

評 授業態度・姿勢、課題レポート、感想文、各種アンケートなどの結果を基に評価する。

価 （評価の観点）

方 ・豊かで持続可能な社会を形成するために、環境、経済、社会、文化等の諸問題における基礎知識

法 と基本的な考え方が習得できているか。

と ・豊かで持続可能な社会を形成することへの興味・関心・意欲が喚起されているか。

評 ・科学的思考力、論理的思考力が身に付いているか。

価 ・豊かで持続可能な社会を形成するために必要な幅広い視野と高い視点が獲得できているか。

の ［教員の変容］

観 生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

点 （評価の観点）

・豊かで持続可能な社会を形成するために環境問題などの社会の諸問題における基礎知識と基本的

な考え方が備わるような工夫がなされたか。

・豊かで持続可能な社会を形成することへの興味・関心・意欲を高める工夫がなされたか。

・生徒に科学的思考力、論理的思考力を身に付けさせるための工夫や改善がなされたか。

・豊かで持続可能な社会を形成するために、幅広い視野と高い視点の獲得に工夫がなされたか。

・教員間の連携は適切であったか。

［学校の変容］

生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

（評価の観点）

ＳＳＨ事業の推進を通して研究開発課題の観点においての成果が現れているか。
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事業項目 ＳＳ特別活動「ＳＳ特別講演会 （全学年）」

実施期間 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

授業等実施日 ○

評価見直し ○

［生徒の変容］

評 参加態度・姿勢、課題レポート、感想文、各種アンケートなどの結果を基に評価する。

価 （評価の観点）

方 ・ＳＳＨの意義の理解、自然科学や科学技術に対する興味・関心・意欲が喚起されているか。

法 ・豊かで持続発展が可能な社会を構築するための科学的リテラシーの重要性が認識されたか。

と ・論理的思考能力、問題解決能力、情報活用能力が身に付いているか。

評 ［教員の変容］

価 生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

の （評価の観点）

観 ・生徒の自然科学、科学技術に対する興味・関心・意欲を高める工夫がなされたか。

点 ・豊かで持続発展が可能な社会を構築するための科学的リテラシーの重要性を認識させるために適

切な内容が提供できたか。

・生徒の論理的思考能力、問題解決能力、情報活用能力を向上させるための工夫がなされたか。

・大学、研究機関、企業との連携は適切であったか。

・教員間の連携は適切であったか。

［学校の変容］

生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

（評価の観点）

ＳＳＨ事業の推進を通して研究開発課題の観点においての成果が現れているか。

事業項目 ＳＳ自然科学部（全学年）

実施期間 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

授業等実施日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

評価見直し ○ ○ ○

［生徒の変容］

評 活動状況、研究内容、研究発表会やコンクールへの参加状況・結果、などを基に評価する。

価 （評価の観点）

方 ・自主的活動による自然科学、科学技術に対する理解、探究力、思考力の育成がなされているか。

法 ・活動内容、研究内容はＳＳＨにふさわしいものになっているか。

と ・科学的思考力、問題解決能力、プレゼンテーション能力、情報活用能力が身に付いているか。

評 ・各種研究会、コンクールへ積極的に参加しているか。

価 ［教員の変容］

の 生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

観 （評価の観点）

点 ・生徒の自然科学、科学技術に対する理解、探究力、思考力を育成するための工夫がなされたか。

・生徒の科学的思考力、問題解決能力、プレゼンテーション能力、情報活用能力を向上させるため

の工夫がなされたか。

・各種研究会、コンクールへ積極的な参加を促すような指導がなされたか。

・大学、研究機関、企業との連携は適切であったか。

・教員間の連携は適切であったか。

［学校の変容］

生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

（評価の観点）

ＳＳＨ事業の推進を通して研究開発課題の観点においての成果が現れているか。
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事業項目 ＳＳ地域貢献活動、ＳＳ中高連携実験講習会（全学年）

実施期間 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

授業等実施日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

評価見直し ○ ○ ○

［生徒の変容］

評 活動状況、プレゼンテーション、研究発表などを基に評価する。

価 （評価の観点）

方 ・自然科学、科学技術、環境保護に対する興味･関心･意欲が喚起されているか。

法 ・自然科学、科学技術、環境保護に対する理解、探究力、思考力の育成がなされているか。

と ・活動内容、発表内容はＳＳＨにふさわしいものになっているか。

評 ・科学的思考力、問題解決能力、プレゼンテーション能力、情報活用能力が身に付いているか。

価 ［教員の変容］

の 生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

観 （評価の観点）

点 ・自然科学、科学技術、環境保護に対する興味･関心･意欲を喚起するような工夫がなされたか。

・自然科学、科学技術、環境保護に対する理解、探究力、思考力が育成されるような工夫がなされ

たか。

・生徒の科学的思考力、問題解決能力、プレゼンテーション能力、情報活用能力を向上させるため

の工夫がなされたか。

・地域社会、近隣小中学校との連携は適切であったか。

・教員間の連携は適切であったか。

［学校の変容］

生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

（評価の観点）

ＳＳＨ事業の推進を通して研究開発課題の観点においての成果が現れているか。

（２）第２年次（平成24年度）
し、生徒の思考力、表現力、問題解決能力を「ＥＳＤ 」において課題解決学習を推進Ⅱ

高校では扱わな育てる。この探究活動を支えるために、スーパーサイエンス科目において
させる。また、１年次に引き続いてい発展的内容を実施し、自然科学の高度な知見を定着

英語の読解力、表現力を養う。
「ＳＳ特別研究」 東京大学、名古屋大学スーパーサイエンス特別活動として を実施し、

を行い、最先端の研究内容に触をはじめとする研究機関や株式会社デンソー等で研究体験
れることで科学的な思考力の一層の向上を図る。
従来の させ、異文化体験的交流を行いながらイートン校交流を「ＳＳ国際交流」に発展

自然科学や環境面での意見交換を図り、国際的なコミュニケーション能力を高める。
新学習指導要領実施に伴い、この趣旨を踏まえて情報ネットワークなお、数学、理科の

などの授業を展開する。を積極的に活用したり、報告書作成や発表の機会を設けたりする

「 」「 」「 」「 」「 」事業項目 学校設定科目 ＳＳ物理 ＳＳ化学 ＳＳ生物 ＳＳ理科Ⅱ ＳＳ数学Ⅱ

「ＳＳ英語Ⅱ （第２学年）」

実施期間 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

授業等実施日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

評価見直し ○ ○

［生徒の変容］

評 授業態度・姿勢、論述式考査、課題レポート、実験レポート、感想文、各種アンケートなどの結
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価 果を基に評価する。

方 （評価の観点）

法 ・数学、理科における基礎知識と基本的な考え方が習得できているか 【理科、数学】。

と ・数学、理科における発展的知識と考え方が習得できているか 【理科、数学】。

評 ・英文読解力、表現力が身に付いているか 【英語】。

価 ・自然科学分野に対する興味・関心・意欲が喚起されているか。

の ・科学的思考力が身に付いているか。

観 ・論理的思考力とコミュニケーション能力が身に付いているか。

点 ・学習内容全般の幅広い視野と高い視点が獲得できているか。

［教員の変容］

生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

（評価の観点）

・生徒に、数学、理科における基礎知識と基本的な考え方が備わるような工夫がなされたか。

【理科、数学】

・生徒に、数学、理科における発展的知識と考え方が備わるような工夫がなされたか。

【理科、数学】

・生徒の英文読解力や表現力を高めるような工夫がなされたか 【英語】。

・生徒の科学的思考力を身に付けさせるための工夫や改善がなされたか。

・生徒の論理的思考力とコミュニケーション能力を身に付けるための工夫や改善がなされたか。

・自然科学分野に対する興味・関心・意欲を高める工夫がなされたか。

・学習内容全般の幅広い視野と高い視点の獲得のための工夫がなされたか。

・教員間の連携は適切であったか。

［学校の変容］

生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

（評価の観点）

ＳＳＨ事業の推進を通して研究開発課題の観点においての成果が現れているか。

事業項目 学校設定科目「ＥＳＤⅡ （第２学年）」

実施期間 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

授業等実施日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

評価見直し ○ ○

［生徒の変容］

評 授業態度・姿勢、課題レポート、感想文、各種アンケートなどの結果を基に評価する。

価 （評価の観点）

方 ・豊かで持続可能な社会を形成することへの興味・関心・意欲が喚起されているか。

法 ・科学的思考力、論理的思考力が身に付いているか。

と ・豊かで持続可能な社会を形成するための幅広い視野と高い視点が獲得できているか。

評 ・豊かで持続可能な社会を形成するために積極的に探究活動に取り組んだか。

価 ・探究活動の成果はＳＳＨにふさわしいものであったか。

の ［教員の変容］

観 生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

点 （評価の観点）

・豊かで持続可能な社会を形成することへの興味・関心・意欲を高める工夫がなされたか。

・生徒に科学的思考力、論理的思考力を身に付けさせるための工夫や改善がなされたか。

・豊かで持続可能な社会を形成するための幅広い視野と高い視点の獲得に工夫がなされたか。

・豊かで持続可能な社会を形成するために積極的に探究活動に取り組ませるような指導・助言がな

されたか。

・探究活動の成果を高めるような指導・助言がなされたか。

・教員間の連携は適切であったか。



- -18

［学校の変容］

生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

（評価の観点）

ＳＳＨ事業の推進を通して研究開発課題の観点においての成果が現れているか。

事業項目 ＳＳ特別活動「ＳＳ特別研究 （第２、３学年）」

実施期間 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

授業等実施日 ○ ○ ○ ○ ○

評価見直し ○

［生徒の変容］

評 参加態度・姿勢、実験レポート、感想文、研究発表、アンケートなどの結果を基に評価する。

価 （評価の観点）

方 ・最先端の自然科学、科学技術に対する興味・関心・意欲が喚起されているか。

法 ・自然科学分野における探究心と科学的思考力が向上しているか。

と ・最先端の科学の内容が理解できているか。

評 ・論理的思考力、問題解決能力、プレゼンテーション能力、情報活用能力が身に付いているか。

価 ［教員の変容］

の 生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

観 （評価の観点）

点 ・最先端の科学技術に対する生徒の興味・関心・意欲が喚起するような工夫がなされたか。

・生徒の自然科学分野における探究心と科学的思考力が向上するような工夫がなされたか。

・最先端の科学の内容が理解できるような指導がなされたか。

・生徒の論理的思考力、問題解決能力、プレゼンテーション能力、情報活用能力が身に付くような

指導がなされたか。

・大学、研究機関、企業との連携は適切であったか。

・教員間の連携は適切であったか。

［学校の変容］

生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

（評価の観点）

ＳＳＨ事業の推進を通して研究開発課題の観点においての成果が現れているか。

事業項目 ＳＳ特別活動「ＳＳ国際交流 （第２、３学年）」

実施期間 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

授業等実施日 ○ ○ ○ ○ ○

評価見直し ○

［生徒の変容］

評 参加態度・姿勢、課題レポート、感想文、研究発表、アンケートなどの結果を基に評価する。

価 （評価の観点）

方 ・自然科学、科学技術、国際交流に対する興味・関心・意欲が喚起されているか。

法 ・自然科学分野における探究心と科学的思考力が向上しているか。

・海外の教育機関との連携ができているか。

と ・論理的思考力、問題解決能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、情報活用能

評 力が身に付いているか。

価 ［教員の変容］

の 生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

観 （評価の観点）

点 ・自然科学、科学技術、国際交流に対する生徒の興味・関心・意欲を喚起するような工夫がなされ

たか。



- -19

・生徒の自然科学分野における探究心や科学的思考力が向上するような工夫がなされたか。

・生徒に海外の教育機関との連携を円滑に行えるような指導がなされたか。

・生徒の論理的思考力、問題解決能力、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力、情報

活用能力が身に付くような指導がなされたか。

・海外教育機関との連携は適切であったか。

・教員間の連携は適切であったか。

［学校の変容］

生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

（評価の観点）

ＳＳＨ事業の推進を通して研究開発課題の観点においての成果が現れているか。

「 」「 」「 」「 」※ ＳＳ特別講演会 ＳＳ自然科学部 ＳＳ地域貢献活動 ＳＳ中高連携実験講習会
についても前年度に引き続き実施する。

（１）第３年次（平成25年度）
前年度の探究活動を受けて を行う。その際、科「ＥＳＤ 」において、研究論文の作成Ⅲ

学的な思考力や判断力が身についていることを確認しながら、論文作成やプレゼンテーシ
研究成果は地域に公開ョン作成を進め、研究内容が的確に表現できるような能力を養う。

環境保護活動などの地域貢献事業 ＥＳＤ拠点校として豊かで持続するとともに、 を行い、
。可能な社会を形成するために地域の中心的役割を担う

スーパーサイエンス科目の授業については、 を学び、その知識を定着す最先端科学技術
ることに加えて、 するために先端科学技術の知見を社会で応用し、活躍できる人材を育成
教科「ＥＳＤⅢ」と関連づけた教育活動を行う。

を図るため、英文での研究論文作成や英語による口頭発表が国際社会でのリーダー育成
できるようにする。その際「ＳＳ国際交流」で培った が応用英語コミュニケーション能力
できるようにする。

事業項目 学校設定科目「ＳＳ応用物理 「ＳＳ応用化学 「ＳＳ応用生物 「ＳＳ理科Ⅲ」」 」 」

「ＳＳ数学Ⅲ 「ＳＳ英語Ⅲ （第３学年）」 」

実施期間 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

授業等実施日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

評価見直し ○ ○

［生徒の変容］

評 授業態度・姿勢、論述式考査、課題レポート、実験レポート、感想文、各種アンケートなどの結

価 果を基に評価する。

方 （評価の観点）

法 ・数学、理科における基礎知識と基本的な考え方が習得できているか 【数学、理科】。

と ・数学、理科における発展的知識と考え方が習得できているか 【数学、理科】。

評 ・数学、理科を社会の中で活用する能力が身に付いたか 【数学、理科】。

価 ・科学論文の読解力と表現力が身に付いているか 【英語】。

の ・科学的思考力、論理的思考力とコミュニケーション能力が身に付いているか。

観 ・自然科学分野に対する興味・関心・意欲が喚起されているか。

点 ・学習内容全般の幅広い視野と高い視点が獲得できているか。

［教員の変容］

生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

（評価の観点）

・生徒に、数学、理科における基礎知識と基本的な考え方が備わるような工夫がなされたか。

【数学、理科】

・生徒に、数学、理科における発展的知識と考え方が備わるような工夫がなされたか。
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【数学、理科】

・数学、理科を社会の中で活用する能力が備わるような工夫がなされたか 【数学、理科】。

・生徒の科学論文読解力や表現力を高めるような工夫がなされたか 【英語】。

・生徒に科学的思考力、論理的思考力、コミュニケーション能力を身に付けさせるための工夫や改

善がなされたか。

・自然科学分野に対する興味・関心・意欲を高める工夫がなされたか。

・学習内容全般の幅広い視野と高い視点の獲得のための工夫がなされたか。

・教員間の連携は適切であったか。

［学校の変容］

生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

（評価の観点）

ＳＳＨ事業の推進を通して研究開発課題の観点においての成果が現れているか。

事業項目 学校設定科目「ＥＳＤⅢ （第３学年）」

実施期間 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

授業等実施日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

評価見直し ○ ○

［生徒の変容］

評 授業態度・姿勢、課題レポート、感想文、各種アンケートなどの結果を基に評価する。

価 （評価の観点）

方 ・豊かで持続可能な社会を形成するために必要な基礎知識と基本的な考え方が習得できているか。

法 ・豊かで持続可能な社会を形成するための興味・関心・意欲が喚起されているか。

と ・科学的思考力、論理的思考力が身に付いているか。

評 ・豊かで持続可能な社会を形成するために必要な幅広い視野と高い視点が獲得できているか。

価 ・独創的な論文を作成することができたか。

の ・わかりやすい研究発表ができたか。

観 ［教員の変容］

点 生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

（評価の観点）

・豊かで持続可能な社会を形成するために必要な基礎知識と基本的な考え方が備わるような工夫が

なされたか。

・豊かで持続可能な社会を形成するための興味・関心・意欲を高める工夫がなされたか。

・生徒に科学的思考力、論理的思考力を身に付けさせるための工夫や改善がなされたか。

・豊かで持続可能な社会を形成するための幅広い視野と高い視点の獲得に工夫がなされたか。

・独創的な論文を作成できるような指導・助言を行うことができたか。

・わかりやすい研究発表できるような指導・助言を行うことができたか。

・教員間の連携は適切であったか。

［学校の変容］

生徒、保護者、学校評議員などによるアンケート結果により評価する。

（評価の観点）

ＳＳＨ事業の推進を通して研究開発課題の観点においての成果が現れているか。

「 」「 」「 」「 」※ ＳＳ特別講演会 ＳＳ自然科学部 ＳＳ地域貢献活動 ＳＳ中高連携実験講習会
「ＳＳ特別研究 「ＳＳ国際交流」についても前年度に引き続き実施する。」

※３年間の研究成果の評価と見直しを行う。

（４）第４、５年次（平成26、27年度）

１～３年次の研究については年度ごとに達成状況を評価し、改善を加えるが、平成26年
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過去３年間度には前年度末にＳＳＨとして最初の卒業生を社会に送り出したことを受けて
の研究成果について総括的な評価を行う 「先端学技術を社会で活用できる人材 「国際社。 」
会でリーダーとして活躍できる人材」さらに「豊かで持続可能な社会を構築できる人材」

し、ＳＳＨ４年目以降のを育成できるカリキュラムやプログラムが開発できたことを検証
教育活動に反映させる。

「国連ＥＳＤの10年」の総括会議が愛知県で開催される。 ＥＳ平成26年度には 本校は、
Ｄ拠点校としてこの会議においてＳＳＨの研究成果を発表し、国際社会に向けて「豊かで

。持続可能な社会の構築」についての提言を行う予定である
平成27年度には される。新学習指導要領についても新学習指導要領が全学年で完全実施

、 。生徒の が重視されているが したものである「 」生きる力 の育成 ＥＳＤはその趣旨に合致
ＥＳＤを主軸としたＳＳＨを次年度本校は社会に有益な人材を育成し続けていくために、

以降も継続できるよう毎年の評価・検証によって、より効果的な人材開発プログラムやカ
。リキュラムの研究を行う

７ 研究組織の概要

（１）刈谷高校ＳＳＨ愛知県指導運営委員会
①組織

本校のスーパーサイエンスハイスクール研究開発事業の運営に際して、有識者から
なる指導運営委員会を設置し、指導・助言を仰ぐ。

氏名 所属・職名
武藤 芳照 東京大学 副学長
松田 正久 愛知教育大学 学長
杉田 護 名古屋大学遺伝子実験施設 教授
岩田 泰志 ㈱デンソー 総務部長
笹尾 幸夫 愛知県教育委員会高等学校教育課 課長
齋藤 典久 愛知県教育委員会高等学校教育課 主幹
山脇 正成 愛知県教育委員会高等学校教育課 指導主事
米津 利仁 愛知県教育委員会高等学校教育課 指導主事
川手 文男 愛知県教育委員会高等学校教育課 指導主事
鈴木 栄 愛知県立刈谷高等学校 校長

②活動計画
本研究開発の企画・運営にあたっては、前述の研究体制の流れによって推進する。

指導運営委員会については、年に１回、下記の表の予定で開催し、研究開発の指導・
評価等を行う。

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
・研究中間報告と ・研究中間報告と ・研究中間報告と ・過去３年間の研 ・過去４年間の研

年間計画見直し 年間計画見直し 年間計画見直し 究報告と評価 究報告と評価

・各事業について ・各事業について ・平成23～25年度 ・各事業について ・各事業について

の中間評価 の中間評価 の各事業につい の当該年度の中 の当該年度の中

・次年度へ向けた ・次年度へ向けた ての中間評価 間評価 間評価

事業内容の検討 事業内容の検討 ・次年度へ向けた ・次年度へ向けた ・次年度へ向けた

事業内容の検討 事業内容の検討 事業内容の検討
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（２）刈谷高校ＳＳＨ評価委員会
①組織

本校のスーパーサイエンスハイスクール研究開発事業の運営に際して、有識者から
なる評価委員会を設置する。

氏名 所属・職名
川上 昭吾 蒲郡市生命の海科学館 館長（元愛知教育大学教授）
野々山 清 名城大学 教授（元県立高等学校長）
石川 泰隆 学校評議員（元ＰＴＡ会長）

②活動計画
評価委員には、本ＳＳＨ事業を随時視察していただき、年度末に開催する評価委員

会で研究開発状況の評価を仰ぐ。

（３）刈谷高校ＳＳＨ研究組織
ＳＳＨ責任者 校長

ＳＳＨ運営委員会 教頭 教務主任 ＳＳＨ部
教務主任 ＳＳＨ主任 総務主任 進路指導主事

ＳＳＨ専門委員会 生徒会主任 国際交流主任 各学年主任 各教科主任
ＥＳＤ係 （図書主任）

ＳＳＨ愛知県指導運営委員会 刈谷高校ＳＳＨ評価委員会

愛知県立刈谷高等学校

Ｓ Ｓ ＳＳＨ 学校設定科目「理科」担当 →理科
Ｓ Ｓ 研究・指導 学校設定科目「数学」担当 →数学科
Ｈ Ｈ グループ 学校設定科目「英語」担当 →英語科

地歴・公民科運 専 学校設定科目「公民」担当 →
営 門 学校設定科目「 」担当 →１年・２年ESD
委 委 ＳＳ特別活動担当 → 部SSH
員 員 ＳＳ地域交流担当 → 部SSH
会 会 ＳＳ企業交流担当 → 部･１年SSH
・ ＳＳ大学・研究機関交流 → 部SSH
校 ＳＳ国際交流担当 → 部･国際交流S SSH
長 ＳＳ自然科学部 → 部活動S SSH

ＳＳＨH
部 広報・評価 ＳＳＨ広報担当 →情報・研修部

グループ ＳＳＨ図書・資料担当 →図書部
ＳＳＨ報告書作成担当 → 部SSH

ＳＳＨ ＳＳＨ評価担当 → 部SSH
経理・事務
グループ
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