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SStt NE WS LEIIEQ MENU
・7月以降の活動報告

・授業改善 P丁 教科横断型授業に トライ |!

・今年度の主な SSH事業予定

福丼県越前市八幡 1丁目 25‐ 15

TEL 0778…22‐0690 FAX 0778-22‐ 0692 URL http://www.takefu― h.ed.jp/

武生高校では、文部科学省より

SSHの指定を受け、他校にはない独自

の教育活動を行つていま魂 この SSH

NttWS LE丁 丁ERで、武生高校がどの

ようなことに取り組んでいるのか紹介

していきたいと思います |
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7月以降の活動報告 平成29年 7月～11月

【開
7月 24・ 25日 に、三方青年の家にて 1泊 2日 の宿泊研修を行いました。

24日 海浜自然センターでの野外生物調査・青年の家でウエの発生観察

岩場に生息する

海の生き物を探

しています !

25日  エネルギーに関する講義と実習・敦賀火力発電所の見学

エネルギーに

関する実習で

は霧箱作成と

燃料電池自動

車の運転に挑

戦しました I

なお、8日 は京都大学農学研究科にて実習の予定でしたが、台風の影響により中止 となりました。

午後は入力発電所

の見学でした。

ウニの受精卵を

つくり、ウエの

発生過程を観察

しました。

8月 8日 (火)～ 10日 (木)の 3日 間、関西方面での先端科学研修を行いました。

9日  関西電力技術研究所 (午前)と三菱重工業神戸造船所の見学 (午後)

波の発生装

置をはじめ、

様々な測定

機器を見せ

ていただき

ました !

10日  SSH生徒研究発表会参カロ

2千人ほど入るよ

うな大きな会場で、

選ばれた 6校の□

頭発表を聞きまし

た。素晴らしい研

究ばかりでした !

広い敷地をバス

で移動 しながら

の見 学 で した。

これ |よ 展示室の

写真です。

午後からはポスター発表

に参力Dしました。武高生

も発表しています !

8月
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‐  10月 25日 (水)に、全校生徒を対象とした SSH講演会が行われました。
1  講師は、サイエンスライターの佐藤健太郎氏でした。佐藤氏は、東京大学グローバル COEプログラムの広

9月

9月 10日 (日 )と 18日 (月 )にふ くい理数グランプリが行われました。ふ くい理数グランプリは、物理・化学・

生物・地学・数学の 5分野に分かれてお り、それぞれ、 3人 1チ ームとなって課題に挑戦 します。(数学は個

人戦もあります)なお、10日 はチャレンジステージと言って、予選会 となります。このチャレンジステージで

勝ち残ったチームが 18日 に行われた本選に出場できるのです。

今年は、武生高校からこれまでで最多の 125名 がチャレンジステージに参加 しました。そして、そのうちの

13チ ーム 39名 が本選への出場を果たしました !

報担当特任教授をされている傍 ら、執筆活動もされています。

今回は、「医薬を創る人々～史上初のエイズ治療薬～」というタイトルで講演をして くださいました。

難 しい医薬品の話や開発までの道の りの話などを、大変わかりやす く話 して くださり、質疑応答も活発に行

われました。

また、講演会の後は、希望者対象の懇談会も行い、多 くの生

徒が参加 しました。

多くの生徒が質問をしていました。佐

藤氏に、「するどい質問ですね !」 と言

われた生徒が多数おり、活気ある講演

会となりました。

数学チームが本

選で最優秀賞を

取りました !

放課後に行われた懇談会には、

約 40名の生徒が参力Dしました。

ふくい理数グランプリ (1・ 2年)

数学チーム名 3対 3対応の演習



エネルギー環境フォーラム参カロ(理数科3年 )

若狭高校主催のエネルギー環境フォーラムに、理数科 3年のグループが参加 しました。

小浜市の「まちの駅旭座」で行われたフォーラムには、県内から多 くの高校が参加 してお り、エネルギーや環境に関する研究を

PowerPointや ポスターを使って発表 しました。

越前市防災士の会のみなさんへの研究報告 (理数科3年 )

理数科 3年の SSH生徒研究発表会に参加 したグループが、越前市防災士の会のみなさんに研究結果を報告 しました。このグルー

プは、武生高校付近にある鯖江断層に関する研究を行つてお り、その断層による地震が発生 した場合の被害についても予測 しまし

た。これについては、丹南ケープルテレビでも放送されました。(放送はすでに終了してお ります)

北陸技術交流テクノフェア 2017参カロ(理数科 1年 )

理数科の 1年生が福井県産業会館で行わ

れたテクノフェアに参加 しました。北陸

の様々な企業が参加 してお り、生徒たち

は企業のプースヘ立ち寄っては、真剣に

話を聞き、最新の技術に目を輝かせてい

ました。
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今年度の主な SSH事業予定

12月  問題解決基礎クラス発表会

(1年全クラス)

課題研究 I中間報告会 (2年普通科)

サイエンスダイアログ (2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)

武高アカデミア (中学校 2年生対象)

2月  問題解決基礎学年発表会

(1年全クラス)

課題研究発表会   (2年 理数科 )

3月  海外研修  (2年 理数科・普通科 )

■業讚彗pT教科積闘型目業にトライ::

①世界史×物理

世界史で、現存する歴史的建造物について地理的な

要素をからめつつ学び、その後、物理で「アーチ構造」

の強度に着目して、紙 1枚から強い橋を作る演習を

しました。

②物理×数学

物理で出てくる公式が微分積分と密接な関係がある

ことを示し、演習をふまえて数学の力が物理で十分利

用できることを学び、コンデンサーやコイルを含む交

流回路について数学的な視点から学びました。

生徒からは、「各科目はそれぞれつながりがあること

に気付いた」「2科目目を同時に学ぶことは新鮮で意

欲的に取り組めた」という前向きな感想がでました。

その他の活動
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