
平成２２年４月７日

平成２２年度スーパーサイエンスハイスクール

（ＳＳＨ）について

文部科学省では、将来の国際的な科学技術系人材を育成することを目指し、理数教育

に重点を置いた研究開発を行う「スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）」事業を

平成１４年度から実施しております。

このたび、平成２２年度指定校及びコアＳＳＨの採択校を決定いたしましたので、お

知らせします。

【概 要】

平成２２年度新規指定校

○指定校数

・ 平成２２年度指定校として３６校を決定。（指定期間５年：２２年度～２６年度）

（内訳）国立３校、公立３１校、私立２校(うち１７校は過去にも指定を受けて

いる)

・ これまでの既存校を含め、平成２２年度のＳＳＨの学校数は計１２５校となる。

（参考）平成２１年度：計１０６校→平成２２年度：計１２５校

○応募状況、審査及び決定方法

・ ７１校から実施希望調書の提出があった。（国立４校、公立５１校、私立１６校）

・ 各学校から提出された実施希望調書について、外部の企画評価協力者が審査を行

い、その結果をもとに指定校３６校を決定。

（問い合わせ先）

初等中等教育局教育課程課

課 長 伯 井 美 徳（内線２０９１）

課 長 補 佐 樫 原 哲 哉（内線２３６３）

専 門 官 小 寺 和 宏（内線２９３０）

電話：０３－５２５３－４１１１（代表）

電話：０３－６７３４－３７０６（直通）



平成２２年度コアＳＳＨ採択校

○「コアＳＳＨ」

ＳＳＨ指定校の理数系教育における中核としての機能の強化を図るため、従来の「中

核的拠点育成プログラム」及び「重点枠」を整理・統合の上、平成２２年度から新た

に「コアＳＳＨ」を設け、ＳＳＨ指定校に対して支援を行う。

〈対象となる取組〉

①地域の中核的拠点形成（１～３年間）

②全国的な規模での共同研究（コンソーシアム型）（１年間）

③海外の理数系教育重点校との連携（１年間）

④教員連携（１年間）



Ｎｏ． 学校種

1 北 海 道 北海道旭川西高等学校 公立

2 北 海 道 北海道札幌啓成高等学校 公立

3 青 森 県 青森県立三本木高等学校・附属中学校 公立

4 青 森 県 青森県立八戸北高等学校※ 公立 *

5 宮 城 県 宮城県仙台第三高等学校 公立

6 秋 田 県 秋田県立横手清陵学院中学校・高等学校 公立

7 福 島 県 福島県立会津学鳳高等学校・中学校 公立

8 埼 玉 県 埼玉県立春日部高等学校 公立

9 埼 玉 県 早稲田大学本庄高等学院※ 私立 *

10 千 葉 県 千葉県立長生高等学校 公立

11 東 京 都 東京工業大学附属科学技術高等学校※ 国立 *

12 神奈川県 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 公立

13 山 梨 県 山梨県立都留高等学校※ 公立 *

14 長 野 県 長野県飯山北高等学校 公立

15 長 野 県 長野県諏訪清陵高等学校※ 公立 *

16 京 都 府 京都教育大学附属高等学校※ 国立 *

17 京 都 府 京都府立桃山高等学校 公立

18 京 都 府 京都市立堀川高等学校※ 公立 *

19 京 都 府 立命館高等学校※ 私立 *

20 大 阪 府 大阪府立生野高等学校 公立

21 大 阪 府 大阪府立千里高等学校 公立

22 大 阪 府 大阪府立豊中高等学校 公立

23 兵 庫 県 兵庫県立明石北高等学校 公立

24 兵 庫 県 兵庫県立尼崎小田高等学校※ 公立 *

25 奈 良 県 奈良女子大学附属中等教育学校※ 国立 *

26 岡 山 県 岡山県立倉敷天城高等学校※ 公立 *

27 広 島 県 広島県立広島国泰寺高等学校※ 公立 *

28 山 口 県 山口県立徳山高等学校 公立

29 徳 島 県 徳島県立脇町高等学校 公立

30 香 川 県 高松市立高松第一高等学校 公立

31 愛 媛 県 愛媛県立松山南高等学校※ 公立 *

32 福 岡 県 福岡県立小倉高等学校※ 公立 *

33 福 岡 県 福岡県立城南高等学校 公立

34 長 崎 県 長崎県立長﨑西高等学校※ 公立 *

35 大 分 県 大分県立大分舞鶴高等学校※ 公立 *

36 鹿児島県 鹿児島県立錦江湾高等学校※ 公立 *

（計３６校）【応募校７１校】

＊　過去にも指定を受けている学校

スーパーサイエンスハイスクール（平成２２年度指定校）

都道府県名 学　　校　　名

（指定期間５年：２２～２６年度）



NO. 都道府県名 学校種 学　校　名 研　究　開　発　課　題

1 北海道 公立 北海道旭川西高等学校

　自然科学と技術についての理解を深め，生命やエネル
ギー環境などの分野について課題意識を醸成し，その解決
に向けて適切に判断・行動のできる態度や能力を養うととも
に，創造性・独創性を高める効果的な指導方法や理数教育
カリキュラムの研究と教材開発を行う。

2 北海道 公立 北海道札幌啓成高等学校

　我が国の次代を担う国際的に通用する科学技術系人材を
育成するため，地域の教育資源の活用や，国内外の専門
機関等との積極的な連携により，札幌啓成高校版理数系カ
リキュラム(啓成サイエンス・イニシアティブ)の研究開発を行
い，高度な理数教育や環境教育を推進するとともに，理数
教育における北海道の拠点校としての充実を図る。

3 青森県 公立 青森県立三本木高等学校・附属中学校
　社会技術の知識と技能・技術を身につけた人材を育成す
るための，教材・カリキュラム・指導方法の開発と協調学習
システムの構築。

4 青森県 公立 青森県立八戸北高等学校※

(1)探究心や創造性に優れかつ倫理観を備えた，国際社会
に通用する調和の取れた科学技術系人材を育成する。
(2)持続可能で汎用性のあるカリキュラムを研究開発し，大
学等とも連携して地域の理数教育をリードする拠点校を目
指す。

5 宮城県 公立 宮城県仙台第三高等学校

　「学都・仙台」という地域特性を生かし，学校設定科目で
培った基盤に立脚した多彩な理系課外活動の展開により，
領域横断的な着眼点と科学的な探求力，高い論理性・倫理
性・国際性を有した生徒を育成するカリキュラムの開発。

6 秋田県 公立 秋田県立横手清陵学院中学校・高等学校

　国際的に活躍できる創造的な未来の科学者・技術者を育
成するための，秋田県の自然環境・天然資源を活かした探
究活動や，研究機関・地域との連携を重視した中高一貫教
育に関する研究開発

7 福島県 公立 福島県立会津学鳳高等学校・中学校

　大学，研究機関，地元企業の協力のもとに，高度なコン
ピュータリテラシーをそなえ，国際化，情報化社会に夢ひら
く豊かな創造性を持ち科学技術分野で活躍できる人材を，
中学校・高等学校・大学の連携体制を通して育成するプロ
グラムの研究開発

8 埼玉県 公立 埼玉県立春日部高等学校

テーマ「知の構造化」
科学技術は国際社会の中で複雑に絡み合いながら発展し
ている。求められているのは，課題を科学技術の視点から
共時的かつ通時的に把握し，解決策を模索して，それを他
へ働きかけ，組織的に行動できることである。それを「知の
構造化」と捉える。そこで，理数教育を充実させた教育活動
の中で，「知の構造化」ができるリーダーを育成する。

9 埼玉県 私立 早稲田大学本庄高等学院※
　早稲田大学本庄高等学院における，教育のグローバル
化・国際化の状況を踏まえた，多様な連携方策と知的資源
の敷衍方法の研究開発

10 千葉県 公立 千葉県立長生高等学校

「連携」でつくる新理数教育
－人とのかかわりの中で自ら考え主体的に問題解決する
力を持ち，国際社会に対応できる自己表現力を持った人材
の育成を目指して－

11 東京都 国立 東京工業大学附属科学技術高等学校※

　国際連携・高大接続教育を行う科学技術高等学校の新た
な展開に向けた，ものつくりの過程を自らの発想でデザイン
し広く発信する科学技術コミュニケーション教育の研究開発
及び研究成果普及アーカイブズの開発

12 神奈川県 公立 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

　横浜サイエンスフロンティア地区(京浜臨海部研究開発拠
点)に位置する立地条件と小学校から大学までを設置する
横浜市の特性を生かした研究及び開発を進める。
(1)科学する心を育成する教育環境の構築
(2)知識・知恵連動の教育プログラムの開発
(3)世界に通用するコミュニケーション力の育成

スーパーサイエンスハイスクール(平成22年度指定校)研究開発課題



NO. 都道府県名 学校種 学　校　名 研　究　開　発　課　題

13 山梨県 公立 山梨県立都留高等学校※

山梨から世界へ，そして未来へ
　　～次世代の科学を担う人材の育成と地域における科学
教育中核拠点校を目指して～
(1)高大接続を深化させる理数教育・英語教育の教育課程
開発に関する研究
(2)効果的な科学講座の開講及び大学・研究機関・企業等と
の発展的連携に関する研究
(3)地域における理数教育・科学教育の中核拠点校としての
在り方に関する研究
(4)生徒の創造性を育む同窓会による人材バンク及びＴＡ
チームの活用に関する研究

14 長野県 公立 長野県飯山北高等学校

　科学に興味を持ち，自ら探究的学習を進め，創造的で国
際的素養を持った人間を育て上げるための，小・中・高・大
にわたる教育課程・授業内容・外部連携のあり方・地域の
教材化の研究。

15 長野県 公立 長野県諏訪清陵高等学校※

　言語能力と学び方の学びを基礎とし，科学的な能力およ
び態度を育み，科学の基本的な概念や原理・法則等につい
ての理解を深め，将来の国際的な科学技術人材を育成す
るためのカリキュラム，学習方法等の開発・研究

16 京都府 国立 京都教育大学附属高等学校※

(1) 拠点校として，地域高等学校全体の科学教育力向上。
(2) 高大接続・連携による，理数系教員の資質向上。
(3) 国際交流等，多様な環境下での創造的科学研究能力
の基盤形成。

17 京都府 公立 京都府立桃山高等学校

　自然科学の分野において「新たな知を創造」できる「探究
心・独創性にあふれた国際的な」人材を育成するための教
育課程の研究開発「The Dynamic Stage for Your Future」
～問を見いだす知性がそこに～

18 京都府 公立 京都市立堀川高等学校※

　科学的な態度としての論理的・批判的言語能力を育成す
るための指導法の確立，ならびに探究活動による生徒の成
長プロセスと探究活動の指導・支援過程とを共有する手法
の研究開発

19 京都府 私立 立命館高等学校※
「国際舞台で活躍する科学者への素養を育てる教育システ
ムの研究開発」

20 大阪府 公立 大阪府立生野高等学校

　科学技術の指導的立場に立つ人材や地域医療を担う人
材を育成するため，実体験を重視した「科学的キャリア教
育」と科学技術における英語，リスクコミュニケーション，環
境実習を取り入れた理科教育プログラムの開発。

21 大阪府 公立 大阪府立千里高等学校

　「科学への興味・関心を高め，自ら科学的に探究する力の
向上を図り，将来，科学・技術の幅広い分野で活躍し，国際
社会の発展に貢献できる人材の育成」
＝ 大学・研究機関との連携，国際交流プログラムを活用し
た理数カリキュラム及び教材の実践的な研究開発 ＝

22 大阪府 公立 大阪府立豊中高等学校

　「国際的に活躍でき，日本の科学技術をリードする人材」
を，育成しようとする生徒像として掲げ，以下の研究開発課
題を設定する。
(Ａ)理数に興味をもち，学習内容の理解や科学に対する親
しみを深める教材及びカリキュラムの研究と開発。
(Ｂ)地域との連携を基盤とし，大学，高等学校，中学校，小
学校等と交流する中で，生徒の興味関心を高めていく理数
教育プログラムの研究と開発。
(Ｃ)科学系部活動に参加する生徒の数を増やし，対外的な
活動を活発にするなど，科学系部活動を振興する方策の研
究と実践。
(Ｄ)国際性を高め，英語力の強化を図るプログラムの研究と
開発。

23 兵庫県 公立 兵庫県立明石北高等学校

　国際舞台で活躍できる科学者の育成に資すると共に高大
接続を容易とするカリキュラムと指導法の開発と，次世代の
科学・数学リテラシーの育成に資する教育プログラムの開
発研究，並びに評価方法の研究を行う。



NO. 都道府県名 学校種 学　校　名 研　究　開　発　課　題

24 兵庫県 公立 兵庫県立尼崎小田高等学校※

　次世代に継承する｢環境適合型社会｣の創出をめざす取り
組みに，主体的にかかわることのできる科学技術系人材を
育成する教育内容やその実践方法等を研究開発する。
　また，得られた成果の普及・充実のために外国語科や情
報科とも連携し，国際感覚を深めるための効果的なプログ
ラムを研究開発する。これらの研究を通して，過去5年間の
ＳＳＨ事業の研究成果を一層発展させる。

25 奈良県 国立 奈良女子大学附属中等教育学校※
　中等教育6年間において，自然科学リテラシーを基盤とす
るリベラルアーツの育成のためのカリキュラム開発と，高大
接続のあり方についての研究開発

26 岡山県 公立 岡山県立倉敷天城高等学校※

　併設型中高一貫教育校における，中高6カ年を見通した
科学教育モデルの構築と全校生徒によるプロジェクト型課
題解決学習のプログラム開発。
(1)　併設中学校と高等学校の科学教育プログラムの効果
的な接続を図ることにより，科学への深い関心と強い学習
意欲を持った，将来国際的に活躍できる科学者や研究開発
者を育成する。
(2)　科学技術の開発に携わるあらゆる分野の専門家が，サ
イエンスリテラシーを身につけるとともに，多面的な視点を
もって科学技術の開発に携わることは，今後の持続可能な
社会を開発していく上での基本となると考える。そのため
に，サイエンスマインドの醸成や科学的倫理観の育成を図
るプログラムとともに，全校で統一テーマを設定して，全校
生徒が自然科学のみならず人文科学も含めた様々な角度
からの課題解決を図るプロジェクト型課題解決学習プログ
ラムを開発する。
(3)　地域の理数教育の拠点校として，地域の高等学校へ
の研究成果の還元や連携しての研修及び大学・研究機関
との連携の在り方等を研究する。

27 広島県 公立 広島県立広島国泰寺高等学校※
 創造性・独創性・国際性を豊かに兼ね備えた，将来有為な
科学技術系人材の育成を目指す理数系教育の在り方に関
する研究開発

28 山口県 公立 山口県立徳山高等学校

　専門性を備え，国際社会の中で科学・技術に携わり貢献
できる自立した人材を育成するために，問題解決力，他者
関係力を伸ばすとともに，感性を豊かにし，観の形成を図る
教育プログラムの研究開発

29 徳島県 公立 徳島県立脇町高等学校

 遠隔大学や研究機関，本校ＯＢ等との広域連携による，理
数教育への意欲・関心を高める有効な機会提供を基盤とし
て，児童生徒数の減少，近隣高等教育機関・研究機関の不
在等の環境を克服し，我が国の科学振興を担う人材発掘
と，創造性・独創性，国際的な視野をもつ人材育成方策を
開発する。

30 香川県 公立 高松市立高松第一高等学校

(1)　問題発見能力や問題解決能力を高めるための思考過
程を重視したカリキュラム，教材，授業展開の研究。
(2)　環境問題を中心とした課題研究を通して，自発的に思
考し研究する人材育成プログラムの開発。
(3)　大学，研究機関，博物館を活用した知的好奇心を喚起
するための科学教育プログラムの開発。
(4)　コミュニケーション能力をベースとした国際社会で活躍
できる研究者・技術者を育成するためのプログラムの開発。
(5)　女性研究者・技術者を育成するためのプログラムの開
発。

31 愛媛県 公立 愛媛県立松山南高等学校※

①高校生による社会の中での多様な科学の「絆(ボンド)」の
構築について研究開発を行い，高校生と社会を結ぶ科学の
「絆」を構築する。
②これまでの実績を踏まえ，継続的及び発展的な研究を行
い，生徒と科学を結ぶ「絆」をより強固なものにする。

32 福岡県 公立 福岡県立小倉高等学校※

(1)　「高い志」を持ち，リーダーシップを発揮する科学者の
育成プログラム開発。
(2)　指定5年間の経験を活かし，地域の科学教育を活性化
する事業開発。



NO. 都道府県名 学校種 学　校　名 研　究　開　発　課　題

33 福岡県 公立 福岡県立城南高等学校

(1)創造性・主体性を高め，科学的思考力を育成するカリ
キュラムの研究
(2)高大連携による科学的探究心育成の研究
(3)国内外の教育機関との連携による科学分野での高いコ
ミュニケーション能力育成の研究

34 長崎県 公立 長崎県立長﨑西高等学校※

 長崎西高等学校における第一期ＳＳＨ事業の成果を踏ま
え，次の2つの課題を設定し，高等学校普通科における効
果的な理数系教育の方法と形態を確立し，普及にも努め
る。
  課題1　「理系分野に高い潜在能力を持った生徒の伸長を
図るため，理系における課題研究の指導法を開発し，科学
系部活動と連携した新しい研究活動の指導システムを確立
する」
　この課題の研究により，将来における優秀な科学者の育
成や，今後のイノベーション創出に寄与できる人材の育成
を可能とする新しい理数系教育を模索する。
  課題2　「全生徒の科学的リテラシー醸成のため，数学，理
科，情報科における新しいカリキュラムの開発や，身近な生
活に題材を求めた科学的探求活動の指導法の開発を行う」
　この課題の研究により，生徒の論理的思考力，特に数理
的処理能力を養成し，科学に関する理解力と広い視野を
持った人材育成を目指す。

35 大分県 公立 大分県立大分舞鶴高等学校※

　創造性・国際性を兼ね備えた高い志を持つ科学系人材の
育成を目指すとともに，県唯一の理数科設置校として，県
全体の理数教育の充実・発展を図るために，5年間のSSH
事業の成果及び地域の教育資源を有効に活用・連携した
教育プログラムの開発を行う。

36 鹿児島県 公立 鹿児島県立錦江湾高等学校※

　国際性豊かな，創造性・独創性を持った科学系人材を育
成するための理数系教育プログラム「錦江湾スーパーサイ
エンスプラン(錦江湾ＳＳＰ)」の研究開発として，次の課題を
設定する。
  (1) 鹿児島の豊かな自然環境をテーマとした体系的な科
学的体験学習・調査研究活動を通じた教育活動による科学
系人材の探究心や思考力の育成
  (2) 大学等への高大連携，高大接続の在り方だけでなく，
生徒一人一人の進路意識を高揚させるＳＳＨを活かした
キャリア学習の在り方についての研究
  (3) (1)(2)の課題を達成するための理数系教材や教科指導
法の開発や成果の普及



①地域の中核的拠点形成

Ｎｏ． 学校種

1 福 井 県 福井県立藤島高等学校 公立

2 愛 知 県 愛知県立岡崎高等学校 公立

3 滋 賀 県 滋賀県立膳所高等学校 公立

4 京 都 府 京都市立堀川高等学校 公立

5 大 阪 府 大阪府立天王寺高等学校 公立

6 兵 庫 県 兵庫県立神戸高等学校 公立

7 岡 山 県 岡山県立玉島高等学校 公立

8 広 島 県 広島県立広島国泰寺高等学校 公立

9 福 岡 県 福岡県立小倉高等学校 公立

10 長 崎 県 長崎県立長崎西高等学校 公立

11 大 分 県 大分県立大分舞鶴高等学校 公立

（計１１校）【応募校１７校】

②全国的な規模での共同研究（コンソーシアム型）

Ｎｏ． 学校種

1 青 森 県 青森県立八戸北高等学校 公立

2 岩 手 県 岩手県立水沢高等学校 公立

3 兵 庫 県 兵庫県立尼崎小田高等学校 公立

4 福 岡 県 明治学園中学高等学校 私立

5 鹿児島県 鹿児島県立錦江湾高等学校 公立

（計５校）【応募校７校】

③海外の理数系教育重点校との連携

Ｎｏ． 学校種

1 静 岡 県 静岡北高等学校 私立

2 奈 良 県 奈良女子大学附属中等教育学校 国立

3 広 島 県 広島大学附属高等学校 国立

（計３校）【応募校１１校】

④教員連携

Ｎｏ． 学校種

1 群 馬 県 群馬県立高崎女子高等学校 公立

2 大 阪 府 大阪府立大手前高等学校 公立

（計２校）【応募校３校】

都道府県名 学　　校　　名

都道府県名 学　　校　　名

都道府県名 学　　校　　名

スーパーサイエンスハイスクール（平成２２年度 コアＳＳＨ採択校）

都道府県名 学　　校　　名



(1)地域の中核的拠点形成

NO. 都道府県名 学校種 学　校　名 研究の主なポイント

1 福井県 公立 福井県立藤島高等学校

(1) 福井県にゆかりのある科学者の研究を知るプログラム
(2) 福井県にある企業からものづくりを学ぶプログラム
(3) 福井県にある研究所・博物館から研究を学ぶプログラム
(4) ノーベル賞の研究の跡づけをするプログラム
(5) 県外の大学および研究所で最先端の科学を学ぶプログ
ラム
(6)地元大学で課題研究を体験するプログラム
(7)国際的な研究に触れるプログラム
(8)研究発表会で研究発表するプログラム

2 愛知県 公立 愛知県立岡崎高等学校

(1) 地域の中核的拠点校としての役割
(2) 平成21年度指定「中核的拠点育成プログラム」の発展
(3) SSH県立3校をコアとした全県的な取り組み
(4) SSH3校の地域分担
(5) 縦横の連携

3 滋賀県 公立 滋賀県立膳所高等学校

　県内の高校―彦根東(ＳＳＨ指定校)、守山(中高一貫教育
校)、虎姫(中高一貫教育研究校)―と連携し、次の研究に取
り組むことにより、本校の4年間のＳＳＨ事業の成果を発信、
検証するとともに､科学技術・理科･数学に意欲や才能のあ
る生徒を育成する。
　(1)膳所高校ＳＳＨ事業で構築した3つのプログラムの県内
高校への発信
　(2)膳所高校がＳＳＨ事業で開発したプログラムの検証
　(3)ＳＳＨ事業を有効に進めるための授業改善と評価方法
の改善・研究

4 京都府 公立 京都市立堀川高等学校

(1)京都市内の小中学校で行われている，また行おうとして
いる探究活動における指導法を提案するとともに，児童生徒
の科学技術への好奇心を引き出す効果的な理数系教育実
施に向けて，小中学校と継続的な連携をはかる。
(2)京都市内一円への効果的な成果普及を行うために，京都
市教育委員会に以下のようなサポート体制を敷く。

5 大阪府 公立 大阪府立天王寺高等学校

ＳＳＨ事業の成果を広く地域に普及し、大阪府の理数教育の
充実を図るための方策を研究開発する。
Ⅰ　ＳＳＨ指定校および府内の公立高校、私立高校、さらに
近隣都道府県の各高も含めた合同発表会を開催する。
Ⅱ　本校は中核校として各校の課題研究実施に向けての
「実験安全講座」や「プレゼンテーション講習会」を開催す
る。
Ⅲ　国際科学オリンピック対策講座を連携校が分担して開催
する。本校は中核校として分担校の決定とＷＥＢ講座の運
営を行う。
Ⅳ　阿倍野区役所生涯学習担当、阿倍野区小学校校長会、
阿倍野区青少年指導委員と連携して実験講座を開催する。

6 兵庫県 公立 兵庫県立神戸高等学校

　平成21年度の中核的拠点育成プログラムで取り組んだ成
果と反省、課題を踏まえ、本校が中心となって県内ＳＳＨ校
と兵庫県教育委員会が強く連携した体制をつくり、新たに兵
庫「咲いテク」(サイエンス＆テクノロジー)事業(仮称)を推進
し、ＳＳＨ事業の普及に努める。ＳＳＨの学校間および、ＳＳＨ
の学校とそれ以外の学校の生徒や教員間、さらに生徒や教
員と大学や企業、研究機関との交流を活発にし、ＳＳＨ事業
における研究成果の県下への普及を促進し、将来の科学技
術立国を担う人材の育成を推進する。
研究の主なポイントは次のとおりである。
(1) 兵庫「咲いテク」事業推進委員会(仮称)を組織する。
(2) 兵庫「咲いテク」ネットワークを運営する。
(4) 第3回サイエンスフェアin兵庫を開催する。

7 岡山県 公立 岡山県立玉島高等学校
(1)全国的な科学系コンテストにつながる取組
(2)継続的な部活動を支援する取組
(3)科学的な興味関心を育成する取組

スーパーサイエンスハイスクール(平成22年度 コアＳＳＨ採択校)研究開発課題



8 広島県 公立 広島県立広島国泰寺高等学校

・理数研究(課題研究)について，理数に関するコースを設置
している学校(以下「理数コース設置校」という。)又は中学校
との交流を通じて，探究活動を行う際に必要な技能や問題
発見能力等の向上を図るとともに，教員の指導力の向上を
図る。
　・理数ゼミ(科学部)と県内の高校の科学部等との交流を通
じて，県内の高校における　　科学部活動の活性化を推進
するとともに，科学研究の内容の高度化を図る。
  ・県内の高校の科学部等や海外の高校との交流を通して，
幅広い考え方や国際的視野を持った科学技術系人材の育
成を図る。
　・県内の高校と連携して，科学技術分野を課題とした小論
文コンクールを実施し，論理的思考力を育成する教育活動
の普及を図る。
  ・県内の高校と大学との連携が推進されるよう支援を行
い，広島県全体における理数教育の一層の充実を図る。

9 福岡県 公立 福岡県立小倉高等学校

　現在科学系部活動入部者が減少し、それに伴い科学に関
する研究を行う学校も減っている。今回の事業では、地域の
科学系部活動を魅力あるものにすることによって入部者を
増やし、科学に関する研究活動を活性化していくことを目指
す。本校は指定4年目と5年目に、「科学体験教室」、「天体
観測」、「課題研究のサポート講座」、「課題研究指導者講
座」を既に開催している。今回の中核枠で始める新たな事業
と合わせ、地域貢献の枠組みを拡大していくことを目指して
いる。
　また、近隣のSSH指定校と連携を強め、これらの指定校の
運営についてのサポートを行っていきたい。

10 長崎県 公立 長崎県立長崎西高等学校
(1)長崎ＳＳＨ共同研究プロジェクト
(2)「長崎ＳＳＨミュージアム」(ホームページ)の構築
(3)「長崎ＳＳＨ科学教材ライブラリー」の開催

11 大分県 公立 大分県立大分舞鶴高等学校

　本校がＳＳＨの成果を活かし拠点校となり、大分上野丘高
校、大分豊府高校等の大分　県の普通科進学校と連携し下
記のプロジェクトに取り組む。
(1)人材育成
(2)教材開発
(3)地域連携

(2)全国的な規模での共同研究(コンソーシアム型)

NO. 都道府県名 学校種 学　校　名 研　究　開　発　課　題

1 青森県 公立 青森県立八戸北高等学校

　今回の共同研究・講義・ワークショップ等の活動を通し、2０
０７年に閣議決定された「第3次生物多様性国家戦略」、及び
今年1０月名古屋市で開催されるＣＯＰ1０の目的を理解し、
その実現に少しでも貢献できる生徒を育成する。

2 岩手県 公立 岩手県立水沢高等学校

　アブラナ科植物の遺伝的な多様性について研究し、どのよ
うな遺伝子がどのように関わっているかを明らかにすること
が本研究の目的である。
　本研究により、植物の多様性への理解を深めることで、植
物の基本的性質を科学的に考えることができる人材の育成
が図られ、昨今問題となっている食の安全性や地球温暖化
等に貢献することが期待できる。

3 兵庫県 公立 兵庫県立尼崎小田高等学校

平成2０、21年度、の経過を踏まえ研究を発展継続する。
(1)データ数を日本全国にできるだけ広範囲で集めて縄文弥
生人分布を人類学会などで発表する。
(2)平成21年度に参加され技術を習得した、北は青森から南
は沖縄までの各校については、　5０～(1００)の検体を目標
にPCR－RFLP法による、「D」「N9b」「M7a」の判定実験をす
る。
(3)既習校はもう方法は習得しているので、4月から実験にか
かり、一括して購入できるものは尼崎小田高で購入配布して
実験能率をあげる。
(4)冬に一括して尼崎小田高で、チップより効率的な９6ウェ
ルを使ってチップ実験をして「N9a」を判定する。
(5)ブナに関しては、和歌山県立日高高校・土永、広島県立
国泰寺高校・三浦、愛知県立岡　崎高校・彦坂と、とにかくは
近畿内の先行研究未調査の地域に集中して実験し生態学
会等で発表する。



4 福岡県 私立 明治学園中学高等学校

1．数学の共同研究
     　テーマ1．フィボナッチ数列
     　テーマ2．和算
     　テーマ3．自由研究
　これらのテーマをＳＳＨ指定校の数学研究会，理数コース
等で相互に共同研究し，夏休みと冬休みに研究発表会を行
う。
2．数学レポートコンテスト
　ちょっとした発見や思いつきから個人研究まで、数学のレ
ポートを公募する。審査委員会を作り提出されたレポートの
発想を重視して審査し，表彰する。上記発表会で表彰および
発表を行う。
3．1，2の結果を報告集及び研究誌にまとめ記録として残
す。また「和算研究書」(仮称)を将来発行するための基礎資
料を作る。

5 鹿児島県 公立 鹿児島県立錦江湾高等学校

平成22年度の研究開発のポイントは，以下の2つである。
  (1) 新規参加校との連携・発展
  (2) 「ダイコン多様性研究教材開発プロジェクト」の立ち上
げ
  このように，平成22年度は，前年度の成果を更に充実・発
展させながら，「ダイコン多様性研究」を推進し，その研究を
教育に反映させることを目的とする。

(3)海外の理数系教育重点校との連携

NO. 都道府県名 学校種 学　校　名 研　究　開　発　課　題

1 静岡県 私立 静岡北高等学校

　科学教育交流シンポジウムを2010年度は日本で開催し、
実践報告に加え、21世紀の科学教育の在り方を見つめ、将
来国際的に活躍できる科学系人材を育成するための教育プ
ログラムを日本と台湾が共同して持続的に開発し、両国に
おいて普及、実践が行えるための基礎作りが本研究のポイ
ントである。

2 奈良県 国立 奈良女子大学附属中等教育学校

・平成20・21年度のSSH重点枠における国際交流の経験を
もとに、「ユネスコ協同学校プロジェクトネットワーク
(ASPnet：Associated School Project Network)」を活用して、
アジア・オセアニア地区の学校を中心に交流を行う
・ユネスコが主導する「持続可能な開発のための教育(ESD：
Education for Sustainable Development)」の取り組む
・アジア、オセアニア各国(韓国・台湾・オーストラリア等)と日
本の中高生が合同で、興味のある課題について2週間、協
働で研究を行い、その成果を発信するサイエンスキャンプ
ASTY Camp(Asia Science and Technology Youth Camp)を
実施し、発見する力、課題解決能力、協働する力、コミュニ
ケーション能力の育成を図る
・ビデオ会議システム等のICTを活用して、教員がサイエンス
キャンプASTY Campの内容や指導方法について議論し、研
究を深める
・本校と海外連携校の教員がそれぞれの学校を訪問し、授
業を観察し、授業の補佐や実際の授業も行い、議論すること
で、理数教育の指導方法の実地研修と研究開発を行う

3 広島県 国立 広島大学附属高等学校

　本研究開発では，まず，ドイツに加えて韓国の先進的な理
数教育を行う学校，及び研究推進機関とも連携することに
よって，科学授業モデルの深化・発展と，生徒の一層の国際
性の育成をめざす。次に，本校以外の日本の高等学校との
連携を通して，研究成果の普及を図る。



(4)教員連携

NO. 都道府県名 学校種 学　校　名 研　究　開　発　課　題

1 群馬県 公立 群馬県立高崎女子高等学校

(1)　女子生徒に対し、理科や数学あるいは科学技術につい
て、高い興味・関心をもたせるとともに、将来女性科学者とし
て活躍するための科学的リテラシーを育成することを目指し
た取組を開発し、実施する。
(2)　普通科の女子高校における有効な理数教育のプログラ
ムに関して、平成2０年度に「重点枠」で連携している茨城県
立水戸第二高等学校に加え、埼玉県立川越女子高等学校
及び栃木県立宇都宮女子高等学校とも連携し研究・開発を
行う。
(3)　将来の国際的な科学技術関係人材の育成のため、女
子高校生の科学技術分野に対する興味・関心の喚起と理工
系分野への進学者を増加させるための方策について互いの
研究成果を協議し、研究を行う。
(4)　各校の研究開発プログラムについて研究授業・成果発
表等を実施して評価し合い、さらに有効なプログラム開発に
役立てる。
(5)　卒業生の追跡調査を実施し、研究開発の効果について
検証を行う

2 大阪府 公立 大阪府立大手前高等学校

　優れた論理的思考力・論理的表現力の育成を図るため
に、SSN数学共同研究会(スーパーサイエンス・ネットワーク・
オブ・マス)を立ち上げ数学の分野に特化した能力開発プロ
グラムを研究する。これにより、我が国の得意とする理論分
野における研究をより発展・進展させるための基盤作りをめ
ざす。また、科学技術立国日本が科学技術面だけではなく、
科学教育面においても世界をリードしていくために、世界各
国の数学教育情報の分析・研究を行い、世界に誇れる中等
数学教育の標準をめざす。これを実現するために、数学共
同研究会において以下の研究開発を行う。



学校種 学　　　校　　　名 学校種 学　　　校　　　名 学校種 学　　　校　　　名 学校種 学　　　校　　　名 学校種 学　　　校　　　名 学校種 学　　　校　　　名

道立 旭川西高等学校 道立 室蘭栄高等学校

道立 札幌啓成高等学校

県立 三本木高等学校・附属中学校

県立 八戸北高等学校※

岩手県 県立 水沢高等学校

宮城県 県立 仙台第三高等学校

秋田県 県立 横手清陵学院中学校・高等学校 県立 大館鳳鳴高等学校

福島県 県立 会津学鳳高等学校・中学校 県立 福島高等学校

県立 日立第一高等学校 県立 水戸第二高等学校

私立 清真学園高等学校・中学校

栃木県 県立 宇都宮女子高等学校 私立 佐野日本大学高等学校

群馬県 県立 桐生高等学校 県立 高崎女子高等学校 県立 高崎高等学校

県立 春日部高等学校 県立 浦和第一女子高等学校　 県立 川越女子高等学校 県立 大宮高等学校

私立 早稲田大学本庄高等学院※ 県立 川越高等学校

県立 長生高等学校 県立 船橋高等学校

私立 市川学園市川高等学校

国立 東京工業大学附属科学技術高等学校※ 私立 玉川学園高等部・中学部 国立 筑波大学附属駒場高等学校　 都立 小石川高等学校

都立 科学技術高等学校 私立 早稲田大学高等学院

都立 戸山高等学校　

都立 日比谷高等学校

私立 東海大学付属高輪台高等学校

神奈川県 市立 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 県立 神奈川総合産業高等学校 県立 西湘高等学校＊

県立 新潟南高等学校

県立 柏崎高等学校

県立 七尾高等学校 県立 金沢泉丘高等学校

県立 小松高等学校

県立 藤島高等学校 県立 高志高等学校

県立 武生高等学校

山梨県 県立 都留高等学校※ 県立 甲府南高等学校　

県立 飯山北高等学校 県立 屋代高等学校

県立 諏訪清陵高等学校※

岐阜県 県立 恵那高等学校　 県立 岐山高等学校

県立 清水東高等学校　 県立 磐田南高等学校

私立 静岡理工科大学静岡北高等学校

県立 一宮高等学校　 県立 岡崎高等学校　 市立 名古屋市立向陽高等学校

県立 時習館高等学校 私立 名城大学附属高等学校

国立 名古屋大学教育学部附属中・高等学校

県立 津高等学校

県立 津西高等学校

県立 彦根東高等学校　 県立 膳所高等学校

私立 立命館守山高等学校

国立 京都教育大学附属高等学校※

府立 桃山高等学校 府立 洛北高等学校・附属中学校

市立 京都市立堀川高等学校※

私立 立命館高等学校※

府立 生野高等学校 国立 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 府立 大手前高等学校 府立 天王寺高等学校 府立 泉北高等学校

府立 千里高等学校 府立 三国丘高等学校 府立 高津高等学校 府立 住吉高等学校

府立 豊中高等学校

県立 明石北高等学校 県立 三田祥雲館高等学校 県立 神戸高等学校　 県立 加古川東高等学校

県立 尼崎小田高等学校※ 県立 豊岡高等学校

私立 武庫川女子大学附属中学校・高等学校

国立 奈良女子大学附属中等教育学校※ 県立 奈良高等学校　

私立 西大和学園高等学校　

県立 海南高等学校　 県立 向陽高等学校・中学校

県立 日高高等学校

鳥取県 県立 鳥取東高等学校

島根県 県立 益田高等学校　 県立 松江東高等学校

岡山県 県立 倉敷天城高等学校※ 県立 岡山一宮高等学校 県立 玉島高等学校 私立 清心女子高等学校

広島県 県立 広島国泰寺高等学校※ 国立 広島大学附属高等学校　

山口県 県立 徳山高等学校 県立 宇部高等学校

徳島県 県立 脇町高等学校 県立 城南高等学校

香川県 市立 高松市立高松第一高等学校 県立 三本松高等学校

愛媛県 県立 松山南高等学校※

高知県 県立 高知小津高等学校　

県立 小倉高等学校※ 私立 明治学園中学校・高等学校

県立 城南高等学校

佐賀県 県立 致遠館高等学校

長崎県 県立 長﨑西高等学校※

熊本県 県立 第二高等学校

大分県 県立 大分舞鶴高等学校※

宮崎県 県立 宮崎北高等学校

県立 錦江湾高等学校※

私立 池田中学・高等学校

沖縄県 県立 開邦高等学校＊

１２５校　

平成２２年度スーパーサイエンスハイスクール一覧

３１校

平成１８年度指定
(指定期間５年：１８～２２年度)

平成１７年度指定のうち２年間の終了
経過措置に入る学校

平成２１年度指定
(指定期間５年：２１～２５年度)

平成１９年度指定
(指定期間５年：１９～２３年度)

平成２０年度指定
(指定期間５年：２０～２４年度)

平成２２年度指定
(指定期間５年：２２～２６年度)

埼玉県

３６校 ５校

北海道

茨城県

１３校 ３１校９校

青森県

都道府県

滋賀県

兵庫県

福井県

静岡県

三重県

長野県

愛知県

石川県

新潟県

千葉県

東京都

※　平成１７年度指定で、平成２２年度新規指定に採択された学校

＊　平成１７年度指定で終了経過措置に入る学校のうち、神奈川県立西湘高等学校、沖縄県立開邦高等学校の経過措置は１年間

大阪府

京都府

福岡県

鹿児島県

和歌山県

奈良県



○概 要 ： 将来の国際的な科学技術関係人材を育成するため、先進的な理数教育を実施する高等学校等を「スーパー
サイエンスハイスクール」として指定し、学習指導要領によらないカリキュラムの開発・実践や課題研究の推進、
観察・実験等を通じた体験的・問題解決的な学習等を支援する。

○対象機関 ： 高等学校等
○実施期間 ： ５年間

研究機関

民間企業等

管 理 機 関
（教育委員会、学校法人、国立大学法人）

スーパーサイエンスハイスクール

文 部 科 学 省

・ＳＳＨの研究開発に対する
経費支援

・生徒研究発表会の開催
・ＳＳＨの成果の普及 等

科学技術振興機構（ＪＳＴ）

学校の指定（５年間）

指導・助言・評価

支援

指導・助言・評価

・観察・実験等を通じた体験的・問題解決的な学習
・課題研究の推進
・国際性を育てるために必要な語学力の強化
・創造性、独創性を高める指導方法の研究
・国際的な科学技術コンテストへの積極的な参加 等

スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）

・SSHへの研究者・技術者の派遣

・大学における体験授業の実施

・入試の改善による生徒の学習内容の適切な評価 等

大学

連携連携

地域の他の高等学校

成果の普及

連携・協力

平成22年度予算額 ： 2,065百万円
（平成21年度予算額 ： 1,489百万円）

※運営費交付金中の推計額を含む

○先進的理数教育の拠点形成（コアSSH）

・地域の中核的拠点形成 ・海外の理数教育重点校との連携

・全国的な規模での共同研究 ・教員連携

１０６校→１２５校 （5年後〔平成26年度〕200校を目指す）
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