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１ はじめに 

これまで、武生高等学校ＳＳＨ事業は、「旺盛な好奇心の涵養と論理的デ

ィスカッション能力育成の研究開発」を研究開発課題として掲げ、科学的方

法に基づいて結論を論理的に表現する学習を IMRADプロジェクトと称して研

究の実践を行ってきました。 

 

２ 本年度の取り組み 

本年度は、第２期の最終年度（５年目）を迎え、第三期の申請に向けて、

成果と課題を再検討し、より充実した取組みになるよう実践を継続してきま

した。特に、より主体的で高度な課題研究の充実、海外研修の見直し、成果

の普及などに重点的に取り組み、教職員の共通理解を図り全校的な取組みに

なるよう工夫しました。 

 

３ 企業や大学、研究機関との連携 

生徒が主体的に課題研究を進めるためには、現実社会の課題を自分たちの

問題として捉えることが必要です。そこで、身近な地域社会や企業の課題に

目を向け、地域社会や企業の関係者と対話を深めることにより、自分たちの

視野や課題意識を広げ、創造力を育成することを目指しました。例えば少子

高齢化と地方創生の問題、資源エネルギーと環境問題、人工知能を活用した

イノベーションなどの問題は、地域の問題であるとともに日本や世界全体の

問題です。企業や大学、研究機関の専門家のアドバイスもいただきながら、

より主体的で高度な課題研究が可能になると思います。 

 

４ 育てたい資質・能力の明確化 

また、全校的な取り組みにしていくために、武生高校が「子どもたちに育

てたい資質・能力」について議論し、大きく三つにまとめました。結果は学

力の三要素に近いものになりましたが、「体系的な知識」「思考力」「行動力」

の三つについて、それぞれの項目ごとにさらにいくつかの小項目となる目標

も設定しました。「教科書にまとめられた体系的な知識や英語力をしっかり

と身に付ける。その知識を活用して深く考え、チームなどで協働して新しい

考えを生みだす。そして、わかったことや考えたことを行動に移していく力

を身に付ける」という学校ビジョンを全教職員が共有し、ＳＳＨの取組みを

核にしながら、そのビジョンの実現を目指しました。地域をリードし、国際

社会で活躍できる人材の育成を目指していきたと思います 

 

５ おわりに 

最後になりますが、本校のＳＳＨ事業推進にあたっては、文部科学省をは

じめ科学技術振興機構の先生方、さらには運営指導委員の方々に、心温まる、

かつ示唆に富むご指導・ご助言をいただき心から感謝申し上げます。今後も

変わらぬご指導・ご支援をお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。 
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別紙様式１－１ 
福井県立武生高等学校 指定第２期目 25～29 

 
❶平成２９年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告（要約） 

 
①  研究開発課題  

旺盛な好奇心の涵養と論理的ディスカッション能力育成の研究開発 

②  研究開発の概要  
 第２期最終年となる今年度も，次の４つの内容で研究開発を実施した。 
① ＩＭＲＡＤプロジェクト  ② インターナショナルエクスプローラー事業 
② 中高連携事業       ④ 科学技術人材育成 

 ＩＭＲＡＤプロジェクトでは，７つの学校設定科目を設定し，課題である「旺盛な好奇心の涵養

と論理的ディスカッション能力の育成」を図ってきた。なお，本プロジェクトが本校ＳＳＨの基幹

となるものである。また，インターナショナルエクスプローラー事業では，主に理数科生を対象と

した各種の研修，全校生を対象とした科学講演会を実施し，科学に関する意欲の向上やディスカッ

ション能力の育成を図ってきた。中高連携事業では，地域の中学生を対象とした事業を実施し，本

校ＳＳＨ事業の成果の普及を図った。科学技術人材育成では，各種の発表会や科学オリンピック・

科学コンテスト等に参加することにより，国際社会に貢献する人材の育成を目指した。 
 ③ 平成２９年度実施規模  
（１）教育課程上の実施規模は，１～３学年全員９クラスを対象として実施する。 
（２）年間を通してＳＳＨの対象となった生徒数は，９６３名である。 
 ④ 研究開発内容  
○研究計画 

第一年次（2013年度） 研究開発の内容として，次の事業を実施する。 

（１） ＩＭＲＡＤプロジェクト 

『旺盛な好奇心で問題を見出し，その問題の本質を明快な論理で見極め，自分の考えを他者に

分かりやすく伝え，活発にディスカッションできる人材を育成すること』を目指した本校ＳＳＨ

事業の根幹となる取組をＩＭＲＡＤプロジェクトと称し，次の学校設定科目に取り組む。 

ａ 問題解決基礎（１年理数科・普通科 ２単位）：本校ＳＳＨ 事業の基盤となる科目。 

ｂ 科学研究基礎（１年理数科 １単位）：理数科の科学研究の基盤となる科目。 

ｃ ＳＲⅠ（２年理数科 ２単位）：観察・実験により事実を明らかにし，考察する科目。 

ｄ ＳＲⅡ（３年理数科 １単位）：導き出した結論を分かりやすく論述する科目。 

（２）インターナショナルエクスプローラー事業 

ａ 科学講演会  ｂ ドイツ海外研修（２年理数科） ｃ サイエンスダイアログ 

ｄ 先端科学研修  ・三方宿泊研修（１年理数科）    ・先端科学研修（２年理数科） 

・北陸テクノフェア（１年理数科） ・仁愛大学実習（１年理数科） 

・若狭湾エネルギー研究センター研修（１年理数科） 

（３） 中高連携    武高アカデミア 

（４）科学技術人材育成  各種の生徒課題研究発表会，各種科学コンテスト・オリンピック 

第二年次（2014年度） 

 学校設定科目として課題研究Ⅰ（２年普通科）を新たに加える。１年生で実施する問題解決基

礎との連携によって課題研究をより充実させ，目的である問題解決能力の向上を図る。また，Ｓ

ＲⅠを科学研究Ⅰとする。さらに，人間科学（２年理数科 ２単位）を新たに加える。海外研修

については，研修先をオーストラリアに変更する。 
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 以上の２点以外は，第一年次の実践内容と同様である。 

第三年次（2015年度） 

 学校設定科目として，課題研究Ⅱ（３年普通科）を新たに加える。２年次に行った課題研究を

発表したり論文形式にまとめたりすることにより，科学リテラシーを育成する。また，ＳＲⅡを

科学研究Ⅱとする。これらの点以外は，第一年次，第二年次と同様である。 

第四年次（2016年度） 

 第三年次までの取り組みにより，すべての学校設定科目を一通り実施することができた。第四

年次は，これまでの実践から改善すべき点を検討し，いくつかの科目について改善を加える。 

学校設定科目以外の事業についても，研修内容や時期，対象生徒等について検討を加え，生徒

にとってより良い研修となるよう改善を加える。 

 評価については，専門の先生にアドバイスを受けたり研修会を実施するなどして，これまでの

評価方法を再検討する。 

第五年次（2017年度） 

 ２年普通科の学校設定科目「課題研究Ⅰ」に関して，テーマ設定の課題等を解消するために，

地元の企業等の協力を得ることとする。また，理数科「科学研究Ⅰ」に関しても，大学や企業等

と連携を図るようにする。海外研修に関して，研修先をアメリカに変更する。 

○教育課程上の特例等特記すべき事項 

 学校設定教科「探究」として次の科目を開設した。 

ａ 問題解決基礎（１年全員 ２単位）  ｂ 科学研究基礎（１年理数科 １単位） 

ｃ 課題研究Ⅰ（２年普通科 １単位）  ｄ 科学研究Ｉ（２年理数科 ２単位） 

ｅ 人間科学（２，３年理数科 各２単位）ｆ 科学研究Ⅱ（３年理数科 １単位） 

ｇ 課題研究Ⅱ（３年普通科 １単位） 

 上記の学校設定科目を実施するため，全学年において，教科・科目，総合的な学習の時間を

削減し，削減した内容については，学校設定科目でそれらの内容を代替する。 

○平成２９年度の教育課程の内容 

 すべての事業で，「旺盛な好奇心で問題を見出し，高い分析能力で問題の本質を見極め，明快

な根拠・論理で分かりやすく伝え，明快な質問・回答で高いディスカッション能力を育成する」

ことを目指す。 

① 問題解決基礎（１年全員 ２単位） 

 論理的な思考や文章表現等の演習を実施した後，個人による課題研究を行い，課題や仮説

の設定能力，問題解決能力，および発表やディスカッションの能力を育成する。 

② 科学研究基礎（１年理数科 １単位） 

 観察実験に基づく研究を行う際の基盤作りを行う。実験器具の使い方や科学の方法，レポ

ートやポスターの書き方，ディスカッションの方法等を学ぶ。 

③ 課題研究Ⅰ（２年普通科 １単位） 

 仮説の設定の演習を実施した後，グループによる課題研究を実施し，グループ内で協力す

る場面によって，協働する能力の育成にも努める。地元の企業等の協力を得る。 

④ 科学研究Ⅰ（２年理数科 ２単位） 

 グループで興味関心のあるテーマを設定し，観察実験を行い，その結果を論理的に整理し

て，発表し，ディスカッションする。大学や研究機関，企業等の協力を得る。 

⑤ 人間科学（２，３年理数科 各２単位） 

 理科・数学と世界史・芸術・家庭科等を融合することにより，学際的に事象を捉える能力

を育成する。内容によって，関係教科の教員がチームティーチングで実施する。 

⑥ 科学研究Ⅱ（３年理数科 １単位） 

 科学研究Ⅰで実施した結果を各グループで協力してＩＭＲＡＤ形式でレポートにまとめ，
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レポート集を作成する。要約は英語で書く。 

⑦ 課題研究Ⅱ（３年普通科 １単位） 

課題研究Ⅰで実施した結果を発表し，ディスカッションを行う。その後，各グループで協

力してＩＭＲＡＤ形式でレポートにまとめ，レポート集を作成する。 

○具体的な研究事項・活動内容 

(1) ＩＭＲＡＤプロジェクト 

各学校設定科目の中で，論理的な思考や文章に表現すること，課題や仮説の設定，論理的なデ

ィスカッション等の演習を行い，科学的な思考力やディスカッション能力の育成を図っている。 
 第三年次までの取り組みにより，ＩＭＲＡＤプロジェクトの学校設定科目については一通り実施

することができた。昨年度，いくつかの科目について改善した。今年度は，改善すべき点等につい

て再検討し，いくつかの科目について，次のように改善した。 
・問題解決基礎（１年全員対象） 
  教員研修の場でもあるワーキンググループで改善すべき内容や追加するとよい内容について

協議を行った。その結果，演習内容に生徒の独創的・創造的な発想ができるようなテーマを新た

に加えた。 
・課題研究Ⅰ（２年普通科） 
  例年，テーマ設定に時間がかかりすぎたり，検証不可能なテーマを設定したりしているグルー

プが多数みられた。また，地元の課題を自分の課題としてとらえ，そこから日本・世界のことを

考えるようにしたいと考えた。そこで，今年度，地元の企業・地場産業・公的機関に協力を依頼

し，地元の課題について講義を行い，その中からテーマを設定するようにした。 
協力を得られた企業等は次の通り。 

  企  業 ①アイシン・エイダブリュ工業  ②福井村田製作所  ③福井鉄道 
  ④ギャレックス  ⑤武生特殊鋼材   ⑥福井銀行 

  地場産業 ⑦山次製紙所  ⑧越前指物工芸上坂  ⑨水辺と生き物を守る農家と市民の会 
  公的機関 ⑩越前市役所 
・科学研究Ⅰ（２年理数科） 
  グループに分かれ，グループ毎にテーマを設定し，実験観察を重ね研究をする。テーマ設定に

関して，運営指導委員会で，継続研究があるとさらによいという指摘を受けた。そこで，生徒に

継続研究について指導したところ，今年度は，２つのテーマで継続研究を行うこととなった。 
(2) インターナショナルエクスプローラー事業 
   本事業では，各種の研修を実施した。 

ａ 先端科学研修 

・三方宿泊研修：理数科１年生を対象とした研修 

・先端科学研修：理数科２年生全員がＳＳＨ生徒研究発表会に参加し，さらに科学技術に

関する研究機関，企業，大学等を訪問し，研修を実施した。 

・若狭湾エネルギー研究センター研修： 

理数科１年生を対象とし，最先端技術を用いた実験を少人数のグループに分かれて 

体験した。 

ｂ 海外研修：第２学年全員を対象とし，希望者がアメリカを訪問し，エコロジーやエネルギ

ー問題をテーマとして現地の高校生や大学生とディスカッションする。また，

現地の研究機関や研修期間で英語での講義を受講したり，英語での指導による

実験を行ったりする。事前学習を渡航前に放課後等を利用し実施する。 

ｃ サイエンスダイアログ：理数科２年生を対象とし，外国人研究者を招へいし，英語で研究

              に関するレクチャーを実施し，ディスカッションを行った。 

ｄ 科学講演会：全校生徒を対象とし，医療に関する講演会を実施した。講演会後は，希望者
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を対象とした講師の先生とのディスカッションも行った。 

(3) 中高連携（武高アカデミア） 

県内の中学２年生を対象として，高校レベルの理科や数学の実習を実施して，理数教育の啓

発活動を行った。今年度初めて本校１，２年生が教師役として，参加した中学生に実験や実習

の指導を行った。また，ＴＡとして参加した生徒もいた。 

(4) 科学技術人材育成 

全国生徒研究発表会，各種科学コンテスト・コンクール等に参加し研究開発の成果を発表し

た。例年実施している「校内生徒課題研究発表会」「福井県合同課題研究発表会」については，

大雪の影響で中止となった。 

福井県独自の「ふくい理数グランプリ」には，過去最多の４１チームが参加し，このうち，

数学分野で最優秀賞，数学の個人戦で奨励賞を受賞した。 
 ⑤ 研究開発の成果と課題  
○実施による成果とその評価 
第２期５年間の成果としては，主に次のことが挙げられる。 
 ①学校設定科目「問題解決基礎」において１年間を見通した本校独自のテキストと教師用の指導 

マニュアルが完成できた。 
  ②１年次の個人研究，２年次のグループ研究の成果をプレゼンテーションソフトでまとめ，発表 

することができた。 
  ③ＳＳＨに係る学校設定科目の取り組みを活かし，生徒が主体的・協働的に学ぶ学習を充実させ 

るため，授業改善ワーキンググループが発足した。 
  ④課題研究の研究成果をコンテスト等で発表し，高い評価を受けた。 

⑤各種科学オリンピックや科学系グランプリに参加する生徒が年々増加した。 
⑥各種の研修や科学講演会等で，生徒の科学技術への興味関心を高めることができた。 
⑦中高連携事業で，参加生徒の理数科目への興味・関心を高めることができた。 
⑧卒業生の理数系学部への進学割合および科学部系部活動の部員数が増加の傾向にある。 

第２期の課題としては，次のことが挙げられる。 
①普通科の課題研究で，テーマ設定に時間がかかりすぎて，研究の時間が少ない。 

  これを改善するために，地域の企業・産業や行政と連携し課題研究を実施する。また，理数科

においては，企業や本校卒業生の研究者との連携で成果のあった課題研究例なども参考にする。 
②学校設定科目「人間科学」について，内容や実施方法を見直す必要があること。 

  「人間科学」では，一つのテーマについて教科を超えて学習してきたが，結局「面白かった」

という域を脱することができなかった。科学技術に対する多様な視点を育み，興味・関心を高め

て，主体的に深く学ぶ科目となるよう内容や実施方法を見直す。 
③課題研究成果を外部に発表したり，知識や技能を活用して協働したりする取組が少ない。 

  科学技術系人材の育成を考えるとき，科学技術の高い知識や能力を身につけるとともに，他者

と協働し，新たな価値を創造していく力，さらに，研究の成果を積極的に社会に発信し，実現に

向けて行動できる力が不可欠である。その経験をＳＳＨ事業の中で積極的に増やす。 
④論理的に読むこと・考えることに関しては，３年間の実践で生徒に身についているが 論理的

に書くこと・話すことに関しては改善の余地があること。 
⑤評価をルーブリックやポートフォリオ，アンケート等を活用して実施しているが，生徒の変容

をより明確に評価する方法を検討する必要があること。 
育てたい資質や能力の変容を捉えるルーブリックに改変し，このルーブリックによる評価とこ

れまでのアンケート等を組み合わせて，生徒の変容をより明確に測る評価法を開発する。 
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別紙様式２－１ 

福井県立武生高等学校 指定第２期目 25～29 

 

❷平成２９年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発の成果と課題 

 

①  研究開発の成果  

 「旺盛な好奇心の涵養と論理的ディスカッション能力育成」を研究目標とし，ＩＭＲＡＤプロジ

ェクト・インターナショナルエクスプローラー事業・中高連携事業・科学技術人材育成の４つの取

り組みを実施してきた。 

 

１ ＩＭＲＡＤプロジェクト 

  本校ＳＳＨの基礎となる事業として捉えている。学校設定教科「探究」の科目として７つの学

校設定科目を設定し，その中で，「論理的な思考や文章表現」「研究テーマの設定方法」「仮説

の立案」解決方法の確立」「観察・実験による検証」「結果の考察」「ディスカッション」等を

体験的に学び，科学的な態度を育成することを目指した。第三年次までの取り組みにより，ＩＭ

ＲＡＤプロジェクトの学校設定科目については一通り実施することができた。これまでの取組を

教員研修の場であるワーキンググループで検討し，いくつかの科目について改善した。今年度は，

改善すべき点等について再検討し，いくつかの科目について，改善した。 

ａ 問題解決基礎（１年全員対象） 

  教員研修の場でもあるワーキンググループで改善すべき内容や追加するとよい内容につい

て協議を行った。その結果，演習内容に生徒の独創的・創造的な発想ができるようなテーマを

新たに加えた。 

ｂ 課題研究Ⅰ（２年普通科） 

  例年，テーマ設定に時間がかかりすぎたり，検証不可能なテーマを設定したりしているグル

ープが多数みられた。また，地元の課題を自分の課題としてとらえ，そこから日本・世界のこと

を考えるようにしたいと考えた。そこで，今年度，地元の企業・地場産業・公的機関に協力を依

頼し，地元の課題について講義を行い，その中からテーマを設定するようにした。 

協力を得られた企業等は次の通り。 

 企  業 ①アイシン・エイダブリュ工業  ②福井村田製作所  ③福井鉄道 

  ④ギャレックス  ⑤武生特殊鋼材   ⑥福井銀行 

 地場産業 ⑦山次製紙所  ⑧越前指物工芸上坂  ⑨水辺と生き物を守る農家と市民の会 

 公的機関 ⑩越前市役所 

ｃ 科学研究Ⅰ（２年理数科） 

  グループに分かれ，グループ毎にテーマを設定し，実験観察を重ね研究をする。テーマ設定

に関して，運営指導委員会で，継続研究があるとさらによいという指摘を受けた。そこで，生

徒に継続研究について指導したところ，今年度は，２つのテーマ（生物分野での「交替制転向

反応に関する研究」，地学分野での「地震の研究」）で継続研究を行うこととなった。 

この取組での，第２期５年間の成果としては，主に次のことが挙げられる。 

①学校設定科目「問題解決基礎」において１年間を見通した本校独自のテキストと教師用の指

導マニュアルを作成した。 

②１年次の個人研究，２年次のグループ研究の成果をプレゼンテーションソフトでまとめ，発

表することができた。 

③ＳＳＨに係る学校設定科目の取り組みを活かし，生徒が主体的・協働的に学ぶ学習を充実さ

せるため，授業改善ワーキンググループが発足した。 

④課題研究の研究成果をコンテスト等で発表し，高い評価を受けた。 
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＜課題研究発表会，学会等に於ける受賞歴＞ 

H26 
 

・ＳＳＨ生徒課題研究発表会(全国) ポスター賞 
・日本動物学会高校生ポスター発表 最優秀賞 

H27 
 

・ＳＳＨ生徒課題研究発表会(全国) 審査委員長賞 
・南部陽一郎記念ふくいサイエンス賞 高校生部門最優秀賞 

 

アンケートの結果によると，「いま興味を持って調べたいと思うことはありますか」という

問いに対して，「ある」と回答した生徒は，１年・８２.５％，２年・７９.８％，３年・６７.

６％というように，１年生と２年生では高い数値を示した。７月には，２年生は課題研究を始

めている時期なので，数値が高くなることは予想できるが，１年生は問題解決基礎の中でそろ

そろ課題研究についての実習を始めようとしている時期であり，３年生は課題研究を終えてい

る時期である。それにもかかわらず，このような高い数値を示していることは，それまでの学

校設定科目での実践や研修によって，生徒は様々なことに興味関心を持つようになった現れで

あろうと考える。また，教職員のアンケートでも，「１，２年の学校設定科目は好奇心の涵養

に寄与しているか」との問いに対して，８９.１％が「寄与している」と回答している。 

   

２ インターナショナルエクスプローラー事業 

   本事業では，各種の研修を実施した。 

ａ 先端科学研修 

・三方宿泊研修：理数科１年生を対象とした研修で，１泊２日で実施した。 

        初日は，海浜自然センターでの磯観察と宿泊施設でのウニの受精の観察を実

施した。二日目は，講師を招いてエネルギーに関する講義と実習，火力発電所

の見学を実施した。 

・先端科学研修：理数科２年生を対象とした研修で，２泊３日で実施した。 

１日目は，京都大学での研修を予定していたが，台風の影響で中止せざるを

得なかった。２日目は，関西電力技術研究所，三菱重工業での研修を実施した。

３日目は，全員がＳＳＨ生徒研究発表会に参加した。 

  ・１年県外研修：１年理数科を対象とした研修で，１日で実施した。 

          １年理数科もＳＳＨ生徒研究発表会に参加した。 

・若狭湾エネルギー研究センター研修： 

理数科１年生を対象とし，最先端技術を用いた実験を少人数のグループに分

かれて実験・実習を行い，それらをまとめて発表した。 

ｂ 海外研修：第２学年全員を対象とし，希望者がアメリカを訪問し，エコロジーやエネルギー

問題をテーマとして現地の高校生や大学生とディスカッションする。また，現地

の研究機関や研修期間で英語での講義を受講したり，英語での指導による実験を

行ったりする。事前学習を渡航前に放課後等を利用し実施する。 

ｃ サイエンスダイアログ：理数科２年生を対象とし，京都大学の外国人研究者を招へいし，英

語で高分子化合物に関する研究に関するレクチャーを実施し，ディス

カッションを行った。 

ｄ 科学講演会：全校生徒を対象とし，医療に関する講演会を実施した。講演会後は，希望者を

対象とした講師の先生とのディスカッションも行った。講師の先生とのディス

カッションには，50 名を超える生徒が参加した。 

 この取組での，第２期５年間の成果としては，主に次のことが挙げられる。 

①インターナショナルエクスプローラー事業で，生徒の科学技術への興味関心を高めることがで

きた。生徒対象のアンケート結果を次に示す。 
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           アンケート質問 % 

a 科学講演会について（全学年）  

・内容が興味深いものであった 85.2 

・科学が身近に感じるようになった 73.2 

b 先端科学研修について(２年理数科）  

・科学技術への興味関心が高まった 100 

・レポート作成やコミュニケーション力が高まった 88.0 

c サイエンスダイアログについて(２年理数科)  

・科学や研究に関心が高まった 100 

・再度，外国人講師による講演を聴きたい 96.9 

生徒対象の自由記述のアンケートによると，生徒は，普段の高校生活では体験できないような 

経験や訪れることがないような場所を訪れることにより，新たな発見や興味を持つようになって

いる。これらのことから，各種研修は生徒の好奇心を涵養することに成果があったと考える。 

 

３ 中高連携事業 

県内の中学２年生を対象として，高校レベルの理科や数学の実習を実施して，理数教育の啓

発活動を行った。今年度初めて本校１，２年生が教師役として，参加した中学生に実験や実習

の指導を行った。また，ＴＡとして参加した生徒もいた。 

  定員１００名のところ，過去最高となる１７０名の参加者を得，充実した事業となった。参加 

生徒の満足度も高い。今年度初めて本校生に教師役を担わせるよう参加者を募集したところ，当 

初の予定であった数名を大幅に超える 20 名ほどの生徒が募集に応じた。その生徒達に実験や実 

習をそれぞれの担当教員が指導し，当日は中学生に指導していた。教師役やＴＡとして参加した 

本校理数科生の活躍もすばらしかった。本校生にとって，日頃指導を受けている立場から指導す 

る立場になることによって，それまで気付かなかったことに気が付くことは大きな成果である。 

 参加した中学生に対するアンケート結果を次に示す。 

武高アカデミアについて（左：アンケート質問，右：その割合） % 

・大変良かった，良かった 100 

・理科・数学への興味・関心が高まった 99.2 

 

４ 科学技術人材育成 

  全国生徒研究発表会，各種科学コンテスト・コンクール等に参加し研究開発の成果を発表した。

例年実施している「校内生徒課題研究発表会」「福井県合同課題研究発表会」については，大雪

の影響で中止となった。 

福井県独自の「ふくい理数グランプリ」には，過去最多の４１チームが参加し，このうち，数

学分野で最優秀賞，数学の個人戦で奨励賞を受賞した。 

  各種オリンピック・コンクール等への参加については，参加者数が年々増加の傾向にあり，科

学に関する関心・意欲が向上している。 

  この取組での，第２期５年間の成果としては，主に次のことが挙げられる。 

①各種科学オリンピックや科学系グランプリに参加する生徒が年々増加した。 

   例年，物理・化学・生物・数学の各オリンピックへの参加であったが，平成 25 年度には地

学，平成 28 年度には地理のオリンピックへの参加があった。地学・地理のオリンピックへ参

加した生徒は，文系に所属している生徒であった。また，平成 26 年度には数学オリンピック

において 1 名，平成 28 年度には地理オリンピックにおいて 1 名が予選を通過し本選へと進出
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した。福井県では，「科学の甲子園」の予選を兼ねた「ふくい理数グランプリ」が例年９月に

実施されている。本グランプリへの参加者数も科学オリンピック同様，増加している。特に平

成 25 年度から（第２期）は，参加者が大きく増加し，今年度は初めて１００名を超えた。 

 ふくい理数グランプリでは，例年，いくつかの部門で最優秀賞や優秀賞，奨励賞等を受賞し

ている。それぞれの参加者の推移は次の通りである。 

  ・各種科学オリンピック（Ｈ25 年度～Ｈ29 年度までの参加者数） 

    46 名 → 50 名 → 47 名 → 66 名 → 85 名 

  ・ふくい理数グランプリ（Ｈ25 年度～Ｈ29 年度までの参加者数） 

    30 名 → 39 名 → 79 名 → 75 名 → 125 名 

  本校の科学系部活動は，サイエンス部のみである。部員数の変遷は，次のとおりである。 

    12 名（H26）→９名（H27）→17 名（H28）→24 名（H29） 

徐々に部員数が増加しており，活動も活発になってきている。 

 

生徒の変容について 

 アンケート調査を実施し，それを分析することで生徒の変容をはかっている。本校ＳＳＨの目指 

すべき生徒は「旺盛な好奇心で問題を見出し，その問題の本質を明快な論理で見極め，自分の考え 

を他者に分かりやすく伝え，活発にディスカッションできる人材」であるので，アンケート項目も 

これに合わせたものとなっている。 

 「文章を読んで，論理的かどうかを判断できるか」という問いに対して，「できる・まあまあで 

きる」と回答した生徒は，１年・67.4％→２年・69.8％→３年・74.0％と学年を経るごとに数値が 

上昇している。これは，ＳＳＨの各取組における成果であると考えられる。特に１年の学校設定科 

目「問題解決基礎」では，論理的なテーマに関する演習を多数実施しているので，文章が論理的で 

あるかどうかを判断できるようになっていくのであろう。 

「ディスカッションできるか」という問いに対して，「できる・まあまあできる」と回答した生 

徒は，１年・71.8％→２年・68.2％→３年・68.0％とあまり数値は変わらないが，現３年生の２年

生の時の値が 53.4％であり，現２年生の１年生の時の値は 72.8％であった。本校ＳＳＨの各種の

取組では，必ずディスカッションの時間を設けている。３年生の値を見ると，２年間の取組でよう

やく成果が出てくるのではないであろうか。 

 「論理的に書くことができるか」という問いに対して，「できる・まあまあできる」と回答した

生徒が，１年 51.6％→２年・46.7％→３年・52.3％である。また，「論理的に話すことができる

か」という問いに対して，「できる・まあまあできる」と回答した生徒は，１年・52.4％→２年・

48.9％→３年・54.7％である。「書くこと・話すこと」に関しては，まだまだ改善の余地があると

考えられる。 

 アンケート以外では，科学講演会や１年「問題解決基礎」，２年理数科「科学研究Ⅰ」，３年「課

題研究Ⅱ」での発表会での生徒の様子を見ると，講演会や発表の後の質疑応答の時間には，予定時

間をオーバーするほどの質問や感想がだされる。この様子を見ると，生徒のディスカッション能力

が向上したように感じられる。ＳＳＨの成果の一つかも知れない。 

 

教員の変容について 

 １年学校設定科目「問題解決基礎」，２年普通科学校設定科目「課題研究Ⅰ」については，主担 

当が各クラス担任・副担任である。この結果，ほぼ全ての教員が学校設定科目を経験してきた。学 

校設定科目では，上記のように，「あるテーマについて自分で考える→ペアワーク→グループワー 

ク→クラス等での発表」という流れになっている。この経験を元に，教員が自分の授業を振り返り， 

授業を改善してきている。これまでの授業改善の取組は次の通りである。 

 ・これまで    学校設定科目を全教員が担当  
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・Ｈ28 年２月  授業改善に関するＷＧを設置 

・Ｈ28 年３月  公開授業 １年国語総合－小論文を利用した生徒の主体的活動 

      １年現代社会－「正義を考える」というテーマでの活動 

     ２年物理  －ジグソー法を使った取組 

・Ｈ28 年３月  職員会議にて，授業実践報告 

・Ｈ29 年５月   授業改善ＷＧ 「生徒に身につけさせたい力」について協議 

・Ｈ29 年５月  公開授業 ２年現代文 －傍線部をつくって生徒が解説 

１年コミュ英－コミュ英でＩＣＴ活用 

・Ｈ29 年５月  職員会議にて，授業実践報告と協議 

・Ｈ29 年６月  授業改善ＷＧ 「教科横断型の授業」について協議 

・Ｈ29 年６月  公開授業 ２年数学Ⅱ －グループ活動を使った数学 

３年古文  －生徒が教壇に立つ古文の授業間 

・Ｈ29 年６月  職員会議にて，授業実践報告と協議 

・Ｈ29 年７月  授業改善ＷＧ 「生徒が深く考える『問』」について協議 

・Ｈ29 年７月  公開授業 １年理数化学－カードを使った原子とイオンの半径 

・Ｈ29 年７月  職員会議にて，授業実践報告と協議 

・Ｈ29 年８月   授業改善ＷＧ 「１学期を終えての振り返り」 

・Ｈ29 年８月  公開授業 １年コミュ英－手紙で表現～ビデオレターを使って～ 

・Ｈ29 年８月  職員会議にて，１学期のまとめと授業実践報告と協議 

・Ｈ29 年９月  授業改善ＷＧ 「他校の先生による活動報告」 

・Ｈ29 年 10 月  授業改善ＷＧ 「今後の取組」について協議 

・Ｈ29 年 10 月  ＩＣＴ講習会 プロジェクター等の接続方法や活用実践報告 

・Ｈ29 年 10 月  公開授業 ３年物理  －遠隔授業システムを利用した授業 

１年化学基礎－濃度計算を調整の実験に生かす 

・Ｈ29 年 10 月  職員会議にて，授業実践報告と協議 

・Ｈ29 年 11 月  公開授業（県内高校，中学校，教育委員会，関係諸機関に向けた） 

１年－国語総合，現代社会，数学Ａ，化学基礎，コミュ英，家庭基礎 

２年－現代文，世界史Ｂ，数学Ⅲ，理数物理，地学基礎 

        11 科目 13 クラスの授業を，校内外へ公開。研究協議も実施。 

        校外からの参加者 48 名 

  ＳＳＨの取り組みから，教員が変容してきたことがうかがえる。公開授業の後には，必ず職員

会議で報告を行い，協議をし，情報を教員間で共有している。11 月に実施した外部に対する公

開授業の際には，教科に分かれ，それぞれの教科での「主体的・対話的で深い学び」とはどのよ

うな学びか，それを実践するためにはどのようにすればよいのかを共通のテーマとして協議を行

った。それぞれの教科で，さまざまな意見が出された。 

また，授業でプロジェクター等のＩＣＴ機器を使用する教員が増えてきている。この傾向は一

昨年，昨年にも見られたが，今年度は特に機器を使用する教員が増加した。これは，これまでの

授業形態とは異なる形態での授業に取り組もうとしている姿の表れであろう。ＩＣＴ機器の利用

に関しても教員研修を実施し，利用の幅が広がるようにしている。 

これらのように，教員にも変容がみられるようになってきている。 

 

課題研究について 

 学校設定科目の中で，課題研究を設定している。１年次には「問題解決基礎」の中で，論理的な

思考等の演習を実施した後，２学期の後半から個人でテーマを設定し，タブレット・図書等を利用

した調べ学習を実施している。２学期の終わりごろにクラスで全員が発表を行い，クラス代表を決
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め，３学期には学年全体で代表者による発表会を実施している。２年次には「課題研究Ⅰ（普通科）」

「科学研究Ⅰ（理数科）」の中で，仮説の立て方等の演習を実施した後，グループでテーマを設定

し，課題研究を実施している。グループ内で話し合いながら研究を進めることに重点を置いている。 

２年次に実施した課題研究の結果は，３年次の「課題研究Ⅱ（普通科）」の中で，クラス発表，代

表生徒による学年発表，全グループによるポスター発表を実施している。「科学研究（理数科）」

に関しては，２年次に課題研究発表会，福井県合同課題研究発表会でその成果を発表している。 

１年次と２年次普通科の課題研究の中には，文系的なテーマもある。 

②  研究開発の課題   

ａ 学校設定科目について 

①普通科の課題研究で，テーマ設定に時間がかかりすぎて，研究の時間が少ない。 

  テーマ決定に時間がかかる理由として 

  ア 科学技術や社会の課題についての知識が不足していること 

  イ 社会の課題を多面的な視点で捉える力が十分でないこと 

  が挙げられた。これを改善するために，今年度普通科の課題研究では，地域の企業・産業や行

政と連携し課題研究を実施している。これによって，社会の課題に対する関心は高まった。さ

らに，理数科における，企業や本校卒業生の研究者との連携で成果のあった課題研究例などを

参考に，普通科における連携と課題研究の充実を図る必要がある。 

②学校設定科目「人間科学」について，内容や実施方法を見直す必要がある。 

   「人間科学」では，一つのテーマについて教科を超えて学習してきたが，結局「面白かった」

という域を脱することができなかった。複数の教科を結びつけることで，物事が本質的に理解

できた，という経験が生徒を主体的な学びに向かわせる。そこには意味のある「問い」が欠か

せない。そこで今年度は，教材・内容・教える順序・問いについて精査した上で，物理と世界

史，物理と数学等でそれぞれ教科横断型の授業を行った。アンケートの結果では「物理への興

味がとても高まった」「高まった」で１００％となった。この結果を踏まえ，科学技術に対す

る多様な視点を育み，興味・関心を高めて，主体的に深く学ぶ科目となるよう内容や実施方法

を見直す必要がある。 

③論理的に読むこと・考えることに関しては，３年間の実践で生徒に身についているが 論理的

に書くこと・話すことに関しては改善の余地がある。 

 ※表の数値は，｢思う，大いに思う｣,｢できる，まあまあできる｣と答えた生徒の割合 

書く，話すことに関しては約 30～40％の生徒ができないと感じている。 

 

ｂ 各種の研修について 

さまざまな研修は，日頃触れることが困難な世界を見学できる貴重な機会である。各研修が単 

なるイベント的な行事に終わることなく，生徒たちにとってのキャリア教育としての意義を十

分に考慮して活動を続けていく必要がある。 

 今年度，２年理数科対象の「先端科学研修」の１日目が，台風の影響により高速道路・一般

道路が通行止めとなり，中止せざるを得なくなった。生徒は時間通りに集合したが，移動手段

が無く，どうにもならなかったのが現状であった。校外での研修の場合，不測の事態に備え，

アンケート質問 1 年   2 年   3 年  

文章を書くときに，論理的に書くことができますか 51.4  72.1  70.1 

人と話すときに，論理的に話すことができますか 51.0  52.7  59.0 

文章を読んで，論理的かどうかを判断できますか 74.5  82.9  73.8 
ディスカッション(自分の考えを分かりやすく伝えたり，相手の考え
を理解したり，質問したり)することができますか 

72.8 
 

 53.4 
 

 56.2 
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代替の案を考えておく必要があるのかも知れない。先端科学研修の１日目は，京都大学での研

修であり，生徒も非常に楽しみにしていた。 

英語活用能力を向上させるためには，サイエンスダイアログ等の単発の講演会で終わらず，何

回かの機会を生徒に与えることも必要であろう。今年度，新たな取組として，１年理数科でアメ

リカの高校生との交流を実施している。時差の関係もあり，スカイプ等では交流ができにくいの

で，ビデオレターを利用した交流となっている。この交流については，次年度も実施し，英語活

用能力の向上につなげていきたい。 

 

ｃ 中高連携について 

 年々，参加数が増加していることは喜ばしいことである。しかし，あまりに増えすぎると施設面

や担当者の負担等で無理が生じてしまう。どこまでが許容範囲であるのかを検討し，人数に制限を

かけることも今後必要となってくることが予想される。その際，現在は１回２日間の開催を増やす

ことも考えていきたい。また，今年度新たな取組として，本校生が教師役となって中学生に実験や

実習の指導を行った。教師役となった生徒は非常に生き生きとして取り組んでいた。次年度も続け

ていきたいと考えている。加えて，本校生が本事業の運営面にも参加できないか，その可能性を検

討していくことも課題である。 

 

ｄ 科学技術人材育成について 

 各種オリンピックに参加する生徒は増加傾向にある。しかし，予選を突破する生徒はほとんどい

ないのが現状である。オリンピックに関する県主催の生徒研修会には，毎年参加しているが，本校

独自の研修会は実施していないので，予選突破を目指すためには，本校での研修会を開催すること

も考えなければならないのかも知れない。 

また，課題研究成果を外部に発表したり，知識や技能を活用して協働する取組が少ないことが課

題としてあげられる。学会での発表について，年度を追うと発表数が増えているとは言えない。さ

らに，生徒進路を見ると，理系の生徒数が増えているが，難関大学理系の進学者数はまだ少ない。 

 未来のイノベーション創出を担う科学技術系人材の育成を考えるとき，科学技術の高い知識や能

力を身につけるとともに，国内外で協働し，新たな価値を創造していく力，さらに，研究の成果を

積極的に社会に発信し，実現に向けて行動できる力が不可欠であり，その経験をＳＳＨ事業を通し

て積極的に増やす必要がある。 

 

ｅ 評価について 

評価に関しては，中間評価ヒアリングでも指摘を受けている。 

 現在，各学校設定科目に関しては，演習のまとまり毎にルーブリックを作成し，生徒の自己評価，

同じルーブリックを用いた教員による生徒の評価を実施している。また，発表会では発表会用のル

ーブリックを作成し，生徒同士の相互評価，教員による生徒の評価を実施している。しかし，これ

では生徒の変容を図ることはできないと指摘された。そこで大学の評価の専門の先生に協力を依頼

したところ，生徒の成果物等を使用し，評価基準を作成する必要があるとの指導・助言を受けた。

現在，新たな評価表を作成している。また，変容に関しては，学年末に生徒に「自分史」のような

ものを書かせ，それを教員が読むことによって，どのように変容したかを図るつもりである。また，

学校設定科目や各種発表会での生徒の様子を学期ごとにビデオ等で記録し，それをポートフォリオ

し，取組前後での生徒の様子の変化をみることも考えている。さらには，生徒の変容を図ることが

できるとされている業者テストもあるので，それを利用するのも一つの手であろう。  
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❸ 実施報告書（本文） 
①指定期間全体を通した取組及び成果 
 『旺盛な好奇心の涵養と論理的ディスカッション能力育成の研究開発』を研究開発課題

とし，「旺盛な好奇心で問題を見出し，問題の本質を明快な論理で見極め，自分の考えを分

かりやすく伝え，活発にディスカッションできる人材」を育成することを目的として，取

組を実践してきた。具体的な取組は，次の４つである。 
ａ ＩＭＲＡＤプロジェクト   ｂ インターナショナルエクスプローラー事業 
ｃ 中高連携事業        ｄ 科学技術人材育成 
＜ａ ＩＭＲＡＤプロジェクト＞ 
 ＩＭＲＡＤとは，Introduction，Methods，Results And Discussion の頭文字からなる

略称で，学術論文の文章構成の１つである。 
本校ＳＳＨでは，本事業を根幹として捉えている。論理的説明形式として優れているＩ

ＭＲＡＤ形式を利用して課題設定力，分析力，思考力，ディスカッション力等を身につけ

ようとしてきた。具体的には，７つの学校設定科目を実践することにより，目的を達成し

ようとしてきた。このプロジェクトをもとに，他の事業においてもＩＭＲＡＤを意識しな

がら取組を行ってきた。各学校設定科目の内容については毎年見直しをし，より良い物と

なるよう改訂を重ねてきた。各学校設定科目，対象となる学年・学科，単位数は次の通り

である。 
ア 問題解決基礎  １年全クラス  ２単位 
本校ＳＳＨの基盤となる科目で，論理的な思考や文章表現等の演習を実施した後，個人

による課題研究を行い，課題や仮説の設定能力，問題解決能力，および発表やディスカッ

ションの能力を育成することを目的とした。本校独自のテキスト及び教員用マニュアルを

完成させた。毎年，いくつかのテーマについて改訂を加え，より良いテキストとなったと

考えている。 
イ 科学研究基礎  １年理数科  １単位 
 観察実験に基づく研究を行う際の基盤作りを行う。実験器具の使い方や科学の方法，レ

ポートやポスターの書き方，ディスカッションの方法等を学ぶことを目的とした。この科

目は，次年度の「科学研究Ⅰ」の基礎となるものである。平成２８年度からは，３学期に

この時間を使用し，テーマ設定を実施することとした。また，大学の先生に，課題研究に

関する講義を依頼し，次年度，課題研究にスムーズに入れるようにした。 
ウ 課題研究Ⅰ  ２年普通科  １単位 
 本校独自のテキストを作成し，仮説の設定の演習を実施した後，グループによる課題研

究を実施した。グループ内で協力する場面によって，協働する能力の育成にも努めた。 
 テーマ設定の段階で，時間がかかりすぎ，研究の時間が短くなってしまうという課題が

あった。そこで，平成２９年度は，近隣の企業等に協力を依頼し，地域の課題に関する講

義の後，それらをヒントとしてテーマを設定するということに変更した。 
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エ 科学研究Ⅰ  ２年理数科  ２単位 
 グループで興味関心のあるテーマを設定し，観察実験を行い，その結果を論理的に整理

して，発表し，ディスカッションすることを目的とした。 
オ 課題研究Ⅱ  ３年普通科  １単位 
 課題研究Ⅰで実施した結果を発表し，ディスカッションを行う。その後，各グループで

協力してＩＭＲＡＤ形式でレポートにまとめ，レポート集を作成してきた。 
カ 科学研究Ⅱ  ３年理数科  １単位 
 科学研究Ⅰで実施した結果を各グループで協力してＩＭＲＡＤ形式でレポートにまとめ，

レポート集を作成してきた。要約は英語で書いた。 
キ 人間科学  ２，３年理数科  各２単位 
 理科・数学と世界史・芸術・家庭科等を融合することにより，学際的に事象を捉える能

力を育成することを目的とした。 
これらの科目を学校設定教科「探究」として，教育課程上に位置付け，１年間を通した

取組を実施した。 
＜インターナショナルエクスプローラー事業＞ 
本事業は，各種研修，科学講演会に関する取組である。次の通り実施してきた。 
ア １年理数科 － 三方宿泊研修（１泊２日），若狭湾エネルギー研究センター研修 
イ ２年理数科 － 先端科学研修（２泊３日），サイエンスダイアログ 
ウ ２年希望者 － 海外研修      エ 全校生 － 科学講演会 
これらの取組によって，好奇心の涵養やディスカッション能力の育成に取り組んできた。

各事業では常にディスカッションの時間を設けた。 
＜中高連携事業＞ 
 本事業は，『武高アカデミア』として，理科や数学に興味のある近隣の中学２年生に対し 
て，高校レベルの授業や実験を実施することで，さらに興味・関心の啓発を行うことを目 
的として実施した。また，本校のＳＳＨ事業についての理解を深める機会としてもらうこ 
とも目的とした。本校生徒がティーチングアシスタントとして参加することで，研究活動 
等で求められるリーダーシップの育成を図ってきた。 
＜科学技術人材育成＞ 

本事業は，本校ＳＳＨの最終的な目標である「国際社会に貢献する科学や技術に携わる 
人材」の育成に関する取組である。各種科学オリンピック，科学コンクール等への参加を

実践した。 
 これらの５年間の取組により，次のような成果があった。 
①学校設定科目「問題解決基礎」「課題研究Ⅰ」において１年間を見通した本校独自のテキ 
ストと教師用の指導マニュアルが作成できた。 

②１年次の個人研究，２年次のグループ研究の成果をプレゼンテーションソフトでまとめ，

発表することができた。 
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③ＳＳＨに係る学校設定科目の取組を活かし，生徒が主体的・協働的に学ぶ学習を充実さ 
せるため，授業改善ワーキンググループが発足した。 

④各種オリンピックや科学系グランプリに参加する生徒が，年々増加してきた。 
⑤中高連携事業「武高アカデミア」に参加する中学生が年々増加し，本校ＳＳＨの成果を 
普及することができた。 

 
②５年間を通じた取組の概要 
研究開発を進める上で，次の７つの仮説を設定した。 

仮説１：調べ学習を中心とした課題研究や科学講演会，各種研修は，好奇心を涵養する

ことができる。 
仮説２：「それってどういうこと」と問い続けると，本質を見極めようと考える習慣が

つく。 
仮説３：文と文との整合性によって論理が明快になり，論理的な発表は分かりやすくな

る。 

仮説４：質疑応答によってディスカッション能力が高まり，議論を深めることができる。 

仮説５：課題研究は普通科・理数科，また文理を問わず，科学リテラシーを育成する。 

仮説６：適切なルーブリックを開発することによって，的確な評価が可能になる。 

仮説７：海外研修，サイエンスダイアログ，E-mail，Skype 等を使った英語での国際交

流は，科学に関する英語活用能力を向上させることができる。 
中高連携事業に関しては，次の仮説を立て，取組を行った。 

 
＜仮説１について＞ 
 ＩＭＲＡＤプロジェクトの学校設定科目に課題研究を設け検証してきた。１年次の個人

研究，２年次のグループ研究がそれである。また，インターナショナルエクスプローラー

事業においては，理数科の各種研修と全校生を対象とした科学講演会を実施することによ

り検証した。 
 学校設定科目でのルーブリックと取組実施後のアンケートにより，仮説を検証してきた。 
 生徒対象のアンケートによると，「興味を持って調べたいと思うことはありますか」とい 
う問いに対して，「いろいろとある・課題研究の課題としてある」と回答した生徒は，３学 
年とも８０％をこえている。学校設定科目での実践や研取組によって，生徒は様々なこと 
に興味関心を持つようになった現れであろうと考える。 
 また，科学講演会後のアンケート結果でも，講演会の内容に興味を持ったり，また聞い 
てみたいと答えた生徒が９０％いる。 

仮説 『武高アカデミア』を実施することによって，地域の中学生に科学分野への興味

関心を持たせ，ＳＳＨ事業の成果を普及させることができる。 
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理数科対象の各種研修後のアンケートは，主に自由記述であるが，「身の回りの物質が今

も研究され，思いもよらないところに使用される実例を見て，自分も同じように研究をし

たいという思いが高まった。」「今回の関西研修を通して，まずは科学と科学技術への興味

を深めることができた。」「今回の実習で興味が出たのでまた，調べてみたいと思った。」等

のような記述が多かった。 
ＩＭＲＡＤプロジェクト，インターナショナルエクスプローラー事業での取組は，仮説

１に対して有効であったと考える。 
＜仮説２について＞ 
 ＩＭＲＡＤプロジェクトの学校設定科目「問題解決基礎」で取り組んだ。 
この科目では，常に「それはどういうことか」という演習を実施している。「論理的とは？」 

「主張は？根拠は？」「問題はどこにある？」「それ信頼できる？」などの演習がそれであ

る。さらに，時間内では必ずペアワークやグループワークを取り入れ，他者の考えについ

て質問したり，自分の考えを説明したりする時間を設定している。その結果，「文章を読ん

で，論理的かどうか判断できますか」という問いに対して，「できる・まあまあできる」と

回答した生徒が，３学年とも７０％をこえた。 
 これよりＩＭＲＡＤプロジェクトの取組は，仮説２に対して有効であったと考える。 
＜仮説３について＞ 
 学校設定科目での課題研究の発表と科学技術人材育成での各種発表会での取組である。 
 アンケート結果によると，「文章を書くときに，論理的に書くことができますか」という 
問いに対して，「できる・まあまあできる」と回答した生徒は，１年は５０％程であるが， 
２，３年は７０％程と数値が高くなっている。このことから，学年を経るに従い，論理的 
な表現ができるようになってきていることが分かる。ＩＭＲＡＤプロジェクトを経験する 
ことにより，論理的に書くことができるようになる生徒が増加しているように思われる。 
ただし，「人と話すときに，論理的に話すことができますか」という問いに対しては，３学 

年とも「できる，まあまあできる」との回答が５０％程であった。半数弱の生徒はまだま 

だ論理的に話せないようである。今後も検討していく必要がある。 

＜仮説４について＞ 
 学校設定科目での演習，各種研修会や各種発表会での質疑応答の時間での取組である。 
 各種研修会や各種発表会での生徒の様子をみると，質疑応答に関しては，１年次からの 

学校設定科目の中で常に取り入れていることもあり，活発な質疑応答ができ，予定時間を 

オーバーするような時もある。しかし，生徒アンケートでは，「ディスカッション（自分の 

考えを分かりやすく伝えたり，相手の考えを理解したり，質問したり）することができる 

か」という問いに対して，１年生は７０％程，２，３年生は５０％程の生徒が「できる， 

まあまあできる」と回答している。２，３年ではディスカッションする場面が限られてい 

るので，数値が低くなっているものと思われ，非常に残念である。ディスカッションでき 

る場面を多く設定し，生徒のディスカッション能力を高めていく必要がある。 
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＜仮説５について＞ 

 ＩＭＲＡＤプロジェクトの課題研究に関する取組である。 
 仮説１のところで記述したとおり，生徒は課題研究を経験することにより，興味を持っ

て調べたいことがある生徒が多い。これは，文系，理系を問わず同様の結果であるので，

仮説５に関して，ＩＭＲＡＤプロジェクトは有効であると思われる。 
＜仮説６について＞ 
評価に関しては，中間評価ヒアリングでも指摘を受けている。 

 現在，各学校設定科目に関しては，演習のまとまり毎にルーブリックを作成し，生徒の 
自己評価，同じルーブリックを用いた教員による生徒の評価を実施している。また，発表 
会では発表会用のルーブリックを作成し，生徒同士の相互評価，教員による生徒の評価を 
実施している。しかし，これでは生徒の変容を図ることはできないと指摘された。そこで 
大学の評価の専門の先生に協力を依頼したところ，生徒の成果物等を使用し，評価基準を 
作成する必要があるとの指導・助言を受けた。現在，新たな評価表を作成している。また， 
変容に関しては，学年末に生徒に「自分史」のようなものを書かせ，それを教員が読むこ 
とによって，どのように変容したかを図るつもりである。また，学校設定科目や各種発表 
会での生徒の様子を学期ごとにビデオ等で記録し，それをポートフォリオし，取組前後で 
の生徒の様子の変化をみることも考えている。さらには，生徒の変容を図ることができる 
とされている業者テストもあるので，それを利用するのも一つの手であろう。 
 仮説６に関しては，まだまだ改善の余地があるように感じている。 
＜仮説７について＞ 
 海外研修やサイエンスダイアログでの取組に関するものである。 
サイエンスダイアログ終了後に実施したアンケートによると，「講演における英語は，どの 

程度理解できたか。」の問いに対して，約半数の生徒が例年「ほとんど・おおむね理解できた」

と回答している。反面，４５％の生徒は理解できないことになる。これは，内容が専門的なもの

であったり，講師の話すスピード等にも原因があると考えられる。英語活用能力を向上させる

ためには，単発の講演会で終わらず，何回かの機会を生徒に与えることも必要であろう。 

 海外研修に関しては，参加したある生徒は，「英語に苦手意識があったが，研修に参加し 

て，英語が好きになった。」と話していた。 

 海外研修やサイエンスダイアログは，仮説７に関して有効であると考える。 
＜中高連携事業に関する仮説について＞ 
「武高アカデミア」として中学２年生を対象とした取組である。 
アンケート結果によると，例年，ほぼ１００％の生徒が「参加して大変よかった，よか

った」と回答している。また，９０％超の生徒が「講座を受講して，理科・数学への興味・

関心が大変高まった，高まった」と回答している。 

 毎年，参加数が増加していることもあり，武高アカデミアは，この仮説に関しては非常

に有効であると考える。 
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③ 平成２９年度 研究開発の課題 
『旺盛な好奇心で問題を見出し，問題の本質を明快な論理で見極め，自分の考えを分 

かりやすく伝え，活発にディスカッションできる能力育成』を目的とし，この目的を達成

させるため，ａ ＩＭＲＡＤプロジェクト，ｂ インターナショナルエクスプロー

ラー事業，ｃ 中高連携事業，ｄ 科学技術人材育成事業を実施し，「旺盛な好奇心，

明快な論理，高いディスカッション能力の育成を図る」ことを目的とする。 

ａ ＩＭＲＡＤプロジェクト 
本校ＳＳＨでは，本事業を根幹として捉えている。論理的説明形式として優れているＩ

ＭＲＡＤ形式を利用して課題設定力，分析力，思考力，ディスカッション力等を身につけ

ようとしている。具体的には，後述の７つの学校設定科目を実践することにより，目的を

達成しようとしてきた。このプロジェクトをもとに，他の事業においてもＩＭＲＡＤを意

識しながら取組を行っている。この取り組みにより，平成２７年度には，全ての学校設定

科目を実践することができた。また，各学校設定科目の内容については毎年見直しをし，

より良い取組となるよう改訂を重ねている。 
ｂ インターナショナルエクスプローラー事業 
 本事業では，先端科学研修，海外研修，サイエンスダイアログ，科学講演会を実施し， 
好奇心の涵養やディスカッション能力の育成に取り組んでいる。本事業ではどの取組にお 
いても常にディスカッションの時間を設けた。何度ものディスカッションを経験すること 
により，生徒，特に理数科の生徒に関してディスカッション能力に成果が見られた。英語 
を用いたディスカッションにも取り組み，海外研修やサイエンスダイアログにおいて英語 
によるディスカッションも経験することができた。 
ｃ 中高連携事業 
 本事業は，理科や数学に興味のある近隣の中学２年生に対して，高校レベルの授業や実 
験を実施することで，さらに興味・関心の啓発，本校ＳＳＨの成果の普及を行うことを目 
的としている。また，本校のＳＳＨ事業についての理解を深める機会としてもらうことも 
目的としている。本校生徒がティーチングアシスタントとして参加することで，研究活動 
等で求められるリーダーシップの育成を図っている。今年度は，これまで最多となる１７ 
０名程度の参加者を得た。参加生徒の満足度も高く，ＴＡとして参加した本校理数科生の 

活躍もすばらしかった。特に今年度は，本校生が教師役となり，中学生に対して実験や実 

習を指導した。 

ｄ 科学技術人材育成事業 
本事業は，本校ＳＳＨの最終的な目標である「国際社会に貢献する科学や技術に携わる 

人材」の育成に関する取組である。各種科学オリンピック，科学コンクール等への参加に

取り組んだ。各種オリンピック・コンクール等への参加については，参加者数が年々増加

の傾向にあり，科学に関する関心・意欲が向上している。 
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④ 研究開発の経緯 
  各事業の状況については，次の表の通りである。 

事 業 内 容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

ａIMRAD ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

ｂｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ

ｰ事業 

ｃ中高連携事業 

ｄ科学技術人材育成 

ｅ評価 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 ａ ＩＭＲＡＤプロジェクト 
   学校設定科目であり，一年を通じた取り組みである。この中で，５月には３年普通

科「課題研究Ⅱ」で前年度の「課題研究Ⅰ」の成果に関する学年発表会（この前にク

ラス発表会），７月に２年理数科「科学研究Ⅰ」の中間発表会，８月に全国生徒課題研

究発表会，２月に１年「問題解決基礎」の学年発表会（この前にクラス発表会），２年

理数科のプレ発表会・生徒課題研究発表会・福井県合同課題研究発表会を実施してい

る。また，３年次には，前年度の研究を論文としてまとめている。 
 ｂ インターナショナルエクスプローラー事業 
   ７月に１年理数科を対象とした「三方宿泊研修」（１泊２日），８月に２年理数科を

対象とした「先端科学研修」（２泊３日），１２月に１年理数科を対象とした「若狭湾

エネルギー研究センター研修」，１２月に２年理数科を対象とした「サイエンスダイア

ログ」，３月に２年生希望者を対象とした「海外研修」を実施している。また，全校生

を対象とした科学講演会を実施した。 
 ｃ 中高連携事業 
   例年，１２月に，近隣の中学２年生を対象とした「武高アカデミア」（２日）を実施

している。 
 ｄ 科学技術人材育成 
   各種科学オリンピックの他に，９月に「ふくい理数グランプリ」に参加している。 
 ｅ 評価 
   各学校設定科目については，演習のテーマ毎にルーブリックを作成し，その都度，

生徒による自己評価，教員による生徒の評価を実施している。また，７月と２月には

生徒アンケート・教員アンケートを実施し，評価を行っている。アンケート以外では，

平成２９年度には，生徒の「自分史」のようなものを書かせることによって評価を行

う計画である。また，生徒の変容を図るために，デジタルポートフォリオ，業者テス

ト等も検討中である。インターナショナルエクスプローラー事業，中高連携事業につ

いては，各研修や事業の終了後に，参加生徒に対してアンケートを実施し，事業の評

価を実施している。 
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⑤ 研究開発の内容 
 ａ 教育課程 
   ７つの学校設定科目を教育課程上に位置付けている。そのため，普通科，理数科，

全学年において，教科・科目（必履修科目を含む），総合的な学習の時間を削減し，削

減した内容については，「学校設定教科・科目」で代替する。具体的には次の通りであ

る。（ ）内は単位数。 

・普通科 履修させないもの   総合的な学習の時間(３) 

単位数を減ずるもの  社会と情報(２)→(１) 

・理数科 履修させないもの   課題研究(１)，総合的な学習の時間(３) 

単位数を減ずるもの  社会と情報(２)→(１)，世界史Ａ(２)→(１) 

現代社会(２)→(１)，芸術(２)→(１) 

家庭基礎(２)→(１)，保健(２)→(１) 

社会と情報 

「問題解決基礎」，「科学研究基礎」，「課題研究Ⅰ」，「科学研究Ⅰ」，

「課題研究Ⅱ」，「科学研究Ⅱ」の中で，情報機器を効果的に活用し

たコミュニケーション能力を身につけることで代替する。 

現代社会 

「問題解決基礎」，「科学研究基礎」の中で，生命倫理，環境，エネ

ルギー，情報化社会などの問題について地理的な要因，社会的背景

に注目させて学習を深めていくことで代替する。 

課題研究 
「課題研究Ⅰ」，「科学研究Ⅰ」，「課題研究Ⅱ」，「科学研究Ⅱ」の内

容は，課題研究の内容と一致するものである。 

世界史Ａ 

学習指導要領の内容（１）世界史へのいざないと（２）世界の一体

化と日本については 1 年次 1 単位で履修する。（３）地球社会と日

本（帝国主義時代から現代）の内容については，「人間科学」の中

で科学史と持続可能な社会への展望に力点をおいて，人間の課題に

ついて歴史的観点から考察させる。 

芸術 

「人間科学」の中で，自然界の科学的な現象と芸術（音・美・書）

の世界との関連を学ぶことで代替する。また，課題研究のプレゼン

テーションの際に，効果的な表現を工夫することで芸術的な才能を

伸長する。 

家庭基礎 

学習指導要領の内容（１）人の一生と家族・家庭及び福祉，（２）

生活の自立及び消費と環境，（ウ）住居と住環境，（エ）消費生活と

生涯を見通した経済の計画，（オ）ライフスタイルと環境等は 1 年

次の 1 単位で履修する。（２）の（ア）食事と健康，(イ)被服管理

と着装等については，「人間科学」の中で，繊維の素材（被服の材

料）や衣食住などのテーマについて，環境に配慮したライフスタイ

ルを考えさせながら学ぶことで代替する。 

保健 

現代社会と健康における精神の健康についての内容は，「人間科学」

の中で大脳の機能，神経系及び内分泌系の機能について学ぶことで

代替する。また，応急手当については，呼吸器系及び循環器系の機

能について学ぶことで代替する。生殖や環境と健康等の内容につい

ても「人間科学」の中で理科的視点との関連で学習を深めていくこ

とで代替する。 
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総合的な 

学習の時間 

「問題解決基礎」，「科学研究基礎」，「課題研究Ⅰ」，「科学研究Ⅰ」，

「課題研究Ⅱ」，「科学研究Ⅱ」の中で，協働して探究的な活動に取

り組ませることで代替する。 

 
 ｂ 課題と仮説 
   研究開発を進める上で，次の７つの課題と仮説を設定した。 

【課題１】旺盛な好奇心によって自らの力で問題を見出す。 
仮説１：調べ学習を中心とした課題研究や科学講演会，各種研修は，好奇心を涵

養することができる。 
【課題２】問題の本質を明快な論理で見極める。 
仮説２：「それってどういうこと」と問い続けると，本質を見極めようと考える 

習慣がつく。 
【課題３】自分の考えを他者に分かりやすく伝える。 
仮説３：文と文との整合性によって論理が明快になり，論理的な発表は分かりや 

すくなる。 
【課題４】ディスカッション能力を高め議論を深める。 
仮説４：質疑応答によってディスカッション能力が高まり，議論を深めることが 

できる。 
【課題５】学校全体で課題研究に取り組む。 
仮説５：課題研究は普通科・理数科，また文理を問わず，科学リテラシーを育成 

する。 
【課題６】ＳＳＨ事業に対する新たな評価方法を開発する。 
仮説６：適切なルーブリックを開発することによって，的確な評価が可能になる。 

【課題７】生徒の科学に関する英語活用能力の向上をさらに図る。 
仮説７：海外研修，サイエンスダイアログ，E-mail，Skype 等を使った英語で

の国際交流は，科学に関する英語活用能力を向上させることができる。 
 
ｃ 研究開発の内容 

 １ ＩＭＲＡＤプロジェクト 
＜研究内容＞ 

  本プロジェクトは，本校ＳＳＨの根幹をなすものである。学校設定教科「探究」にお

いて，次の７つの学校設定科目を設定し，前述の仮説１～６をたて，研究を進めた。 
  ・「問題解決基礎」（１年全員，２単位）  ・「科学研究基礎」（１年理数科，１単位） 
  ・「課題研究Ⅰ」（２年普通科，１単位）  ・「科学研究Ⅰ」（２年理数科，２単位） 
  ・「課題研究Ⅱ」（３年普通科，１単位）  ・「科学研究Ⅱ」（３年理数科，１単位） 
  ・「人間科学」（２，３年理数科，４単位） 
 ＜方法＞ 

  ａ 問題解決基礎 
   ・対象と単位数： １年生全員 ３１９名  ２単位 
   ・実施時期： １年を通じて実施 
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２年次の学校設定科目「課題研究Ⅰ」や「科学研究Ⅰ」を充実させるための基盤を

作る。１学期はテキストを使い，課題研究の基礎を学ぶとともに，研究テーマを自ら

見出す力を養い，研究の方法についても学ぶ。２学期は実際に調べ学習を中心とした

課題研究を個人で行う。３学期にはパワーポイントによるクラス発表会，各クラス代

表による学年発表会を行い２年次の研究に備える。 
テキストは，本校独自のものを作成し，冊子にして１年生全員に配布している。ま

た，教員に対する「教師用指導マニュアル」も作成し，誰が担当しても同じような指

導ができるようにしている。演習のまとまりごとに，感想とルーブリックを用いた評

価を生徒自身と教員が行う「まとめプリント」を導入した。 
 演習テーマ（内容） 担当 

○0  オリエンテーション 担任・副担任 

① 「論理的」とは？ 担任 

② 「主張」は？「根拠」は？ 副担任 

③ 問題はどこにある？ 担任 

④ 地図を文章で説明しよう 副担任 

⑤ それ信頼できる？ 担任 

⑥ 論理的な文章を書いてみよう 副担任 

⑦ KJ法＆ポスターセッション 担任 

⑧，⑨ ※ 沈まない舟をつくろう①② 担任・副担任 

⑩ 資料の収集・まとめ方 副担任 

⑪，⑫ 課題研究のテーマ設定に向けて①② 担任・副担任 

⑬ テーマのブラッシュアップ，テーマ設定 担任 

⑭，⑮ 情報収集 担任・副担任 

⑯ 中間報告会① 副担任 

⑰，⑱ 情報収集 担任・副担任 

⑲ 中間報告会② 担任 

⑳ 中間報告会②を受けて情報収集 副担任 

㉑ まとめ（テーマと結論） 担任 

㉒ プレゼンテーション講習会（葵講堂） 担任・副担任 

㉓～㉔ テーマと結論，スライド構成案 担任・副担任 

㉕ グループ報告会 副担任 

㉖～㉘ グループ発表会・パワーポイント・原稿修正 担任・副担任 

㉙，㉚ ＳＳＨ科学講演会 担任・副担任 

㉛～㉝ パワーポイント作成，発表原稿作り，個人練習 担任・副担任 

㉞ グループ発表会 担任 
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㉟ 原稿修正① 副担任 

㊱ ペア練習 担任 

㊲ 原稿修正② 副担任 

㊳ グループ発表会，直前リハーサル 担任 

㊴～㊹ クラス発表会 副担任 

㊺，㊻ 学年発表会 担任・副担任 

㊼，㊽ まちをつくろう 担任・副担任 

㊾～㊿ ディスカッション演習①② 担任・副担任 

   ※ 平成２９年度に新たに加えたテーマ 
  １学期に実施している各演習では，常に「自分の考えをまとめる」→「ペアワークで 
相手に伝える」→「グループワークでディスカッションする」→「クラス全体で発表し， 
ディスカッションする」という流れで実施している。この流れの中で，問題の本質を明 

快な論理で見極め，自分の考えを他者に分かりやすく伝え，活発にディスカッションで 

きる能力が育成できると考えている。 

  ２学期以降の調べ学習では，一人一台タブレットを使用し，自分が興味を持ったテー 

マについて調べ，その結果をパワーポイントにまとめている。その際にもペアワーク， 

グループワークを行い，自分の考えやまとめ方について他者とディスカッションするこ 

とにより，より良いものとなるようにしている。その後の発表では，「ペアでの発表」→ 

「グループ内での発表」→「クラス内での発表」→「学年全体での発表」というように， 

小規模での発表から大規模での発表という流れにしている。学年全体での発表に関して 

は，クラス内での発表時にクラス代表を選出し，各クラス１名が全体で発表するという 

形態をとっている。 

 

 テキストの表紙には，本校ＳＳＨで育て 

たい生徒像『旺盛な好奇心で問題を見出し， 

その問題の本質を明快な論理で見極め， 

自分の考えを他者に分かりやすく伝え， 

活発にディスカッションできる人材』を 

記載している。問題解決基礎の最初の授業 

で，この文章を生徒全員で読み上げ，授業 

の目的を確認している。 

 いくつかの演習テーマに関するテキスト 

を，本校ホームページに掲載した。 

 

 

 


