
平成２２年４月７日

スーパーサイエンスハイスクール（平成１８年度指定）

の中間評価について

「スーパーサイエンスハイスクール」について、平成１８年度指定校の中

間評価を実施しましたので、お知らせします。

１．スーパーサイエンスハイスクールの中間評価について

文部科学省では、将来の国際的な科学技術系人材の育成を図るため、科学技術・

理科、数学教育に関する研究開発を行う高等学校等を「スーパーサイエンスハイス

クール（以下「ＳＳＨ」という）」に指定し、理科、数学に重点を置いたカリキュラ

ムの開発や大学等との連携による先進的な理数系教育を実施しております。

このＳＳＨの中間評価は、指定から３年経過した学校について、ＳＳＨ企画評価

会議協力者（外部の有識者）による研究開発の進捗状況等の評価を行い、各学校が

研究開発等の内容を見直す機会とし、事業の効果的な実施を図ることを目的とする

ものです。

２．中間評価の結果について

平成１８年度に指定した３１校について、ＳＳＨ企画評価会議協力者による中間

評価を行い、別添のとおり評価結果を取りまとめましたので公表します。

（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）



別 添
○ 中間評価の結果について（計３１校）

・「現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいを十分達成している」（８校）

〈学校名〉

茨城県立水戸第二高等学校 埼玉県立川越高等学校

石川県立金沢泉丘高等学校 岐阜県立岐山高等学校

名古屋大学教育学部附属中・高等学校 滋賀県立膳所高等学校

兵庫県立加古川東高等学校 ノートルダム清心学園 清心女子高等学校

・「現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達成している」（23校）

〈学校名〉

岩手県立水沢高等学校 佐野日本大学高等学校

群馬県立高崎女子高等学校 埼玉県立川越女子高等学校

東京都立小石川高等学校 早稲田大学高等学院

石川県立小松高等学校 長野県屋代高等学校

静岡県立磐田南高等学校 名古屋市立向陽高等学校

名城大学附属高等学校 立命館守山高等学校

大阪府立泉北高等学校 兵庫県立豊岡高等学校

武庫川女子大学附属中学校・高等学校 和歌山県立向陽高等学校・中学校

鳥取県立鳥取東高等学校 島根県立松江東高等学校

徳島県立城南高等学校 香川県立三本松高等学校

佐賀県立致遠館高等学校 熊本県立第二高等学校

宮崎県立宮崎北高等学校

・「現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをあまり達成していない」（０校）

○ 中間評価講評

１ 岩手県立水沢高等学 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

校 成している。

科学への興味・関心の向上、プレゼンテーション能力の育成

について一定の成果をあげている。なお、高大接続の具体的な

プログラムの開発、外部コンクールへの積極的な応募、深みの

ある教材、内容の開発について改善が望まれる。

２ 茨城県立水戸第二高 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいを十分達成し

等学校 ている。



女子校であるメリットを生かし、生徒が積極的に科学に打

ち込めるようになるための指導が行われ、国際的に活躍できる

女性科学者を育成するための科学的思考力を高めるカリキュラ

ム等の開発について研究が進んでいる。なお、今後は、教材の

開発や研究成果の共有・継承についての改善が望まれる。

３ 佐野日本大学高等学 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

校 成している。

外部との連携、教科間の連携などで研究の充実が見られるが、

ＳＳＨの対象となる生徒の数が少ないため、より多くの生徒が

参加できる工夫が望まれる。

４ 群馬県立高崎女子高 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

等学校 成している。

教員の間にＳＳＨ に対する目的意識が浸透しており、生徒

の変容にも大きく寄与している。なお、課題の分析においては、

アンケートに基づく分析だけでなく、生徒の実態に即した分析

が望まれる。

５ 埼玉県立川越女子高 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

等学校 成している。

研究開発の主対象生徒（ＳＳＧ）への取組は非常に数多く行

われ成果は大きいが、人数が少ないため、対象以外の生徒を巻

き込む工夫が望まれる。学校設定科目の目標、内容、評価の在

り方や成果普及のための情報公開について改善が望まれる。

６ 埼玉県立川越高等学 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいを十分達成し

校 ている。

ＳＳＨの趣旨や方向性がよく理解されている。研究開発の実

施に当たっては、常に改善のための評価が実施され、問題の克

服と事業の発展に有効に機能しており、今後のますますの発展

が期待できる。

７ 東京都立小石川高等 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

学校 成している。

多彩な研究活動を実践し、成果も残しているところではある

が、研究の仮説の設定とその過程が明確ではないところが見ら

れ、課題の設定による教育課程の開発や実施及びその効果に対

する調査が不十分であるため、その改善が望まれる。



８ 早稲田大学高等学院 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

成している。

部活動や国際コンテストは比較的よく実施されている。なお、

学校行事、特別講義、選択科目といった取組だけではなくしっ

かりとした教育課程の開発が望まれる。また、理系の人材を育

てるために、大学側からの意見を求めるなど高大接続の改善が

望まれる。

９ 石川県立金沢泉丘高 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいを十分達成し

等学校 ている。

課題のリストアップ、その対処など順調に進んでいる。特に、

英語については、授業を中心とした充実した内容を実施してお

り評価できる。

10 石川県立小松高等学 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

校 成している。

英語力や発表力向上の取組は積極的に行われており評価でき

る。なお、海外研修や海外からの来日生徒との合同プログラム

については、参加人数が少ないので、今後、積極的な参加を促

すような改善が望まれる。

11 長野県屋代高等学校 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

成している。

生徒の探究心の向上、外部との連携授業については成果をあ

げている。なお、英語でのプレゼンテーション能力の育成プロ

グラムの開発、研究仮説の検証のための適切な評価方法の開発、

数学分野におけるプログラムの充実について改善が望まれる。

12 岐阜県立岐山高等学 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいを十分達成し

校 ている。

管理職のリーダーシップの下に、全職員が意欲的に事業に協

力し計画を推進しており、評価と実践が両輪となって研究開発

を効果的に進めている。特に、学校設定科目の取組については

好奇心、探究心、発想力、論理的思考力、読み取る力等の向上

の点で評価できる。なお、問題解決能力、読解力、表現力等の

客観的な評価方法について改善が望まれる。

13 静岡県立磐田南高等 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

学校 成している。

生徒の思考力、意思決定力の育成など、国際的な通用性の視



点から重要とされる点に焦点をあてた取組は着実な成果をあげ

ている。なお、２期目の指定であるが、１期目の課題とその対

策が分かりにくくなっているため、分かりやすいものになるよ

う改善が望まれる。

14 名古屋市立向陽高等 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

学校 成している。

幅広く理数への関心を高める活動を行い、２、３年次で対象

を絞り専門家と連携した発展的な学習や体験を実施しており、

学校全体で順調かつ持続的な成果が上がっている。なお、大学

や研究機関の研究者の招聘、特別授業、国際性への取組、研究

内容の対外的な発表の場を設けるなどの改善が望まれる。

15 名城大学附属高等学 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

校 成している。

スーパーサイエンスコースを設置し、学校設定科目を設けて

研究開発に力を注いでいる。なお、高校から大学への進学者を

対象とした教育課程における高大接続の事例研究を行うなど、

密接な高大接続を実現していけるような改善が望まれる。

16 名古屋大学教育学部 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいを十分達成し

附属中・高等学校 ている。

生徒の実態に即したテーマ設定、適切な教科・科目の設定に

よる教育課程の編成、評価に客観性をもたせるための指導など

よく考えられている。なお、理科系の発表力や語学力の育成、

理科系クラブの生徒に対する取組を充実することが望まれる。

17 滋賀県立膳所高等学 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいを十分達成し

校 ている。

理数系のカリキュラム開発を通して、課題設定、探究能力、

プレゼンテーション能力が育成され、高大連携の取組を通して、

学習意欲が向上し、英語によるプレゼンテーション能力が育成

された。なお、今後は、学力の評価方法の開発、高い才能をも

つ生徒の育成への対応が望まれる。

18 立命館守山高等学校 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

成している。

高大接続に関する研究において、着実な成果を残している。

また、教材研究や指導法が充実していることから、それらを地

域の教員に普及するための研究拠点としての機能を拡充するこ



となどが望まれる。

19 大阪府立泉北高等学 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

校 成している。

総合科学科と国際文化科を擁する学校という特色を生かした

ＳＳＨの取組を実施している。なお、国際性を高める語学力、

プレゼンテーション、外国人との積極的な交流など国際文化科

と連携したプログラム開発が望まれる。また、サイエンス部に

ついてはさらなる拡充が望まれる。

20 兵庫県立加古川東高 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいを十分達成し

等学校 ている。

全校をあげて積極的に研究開発に取り組んでおり、今後さら

なる成果が期待される。また、様々な教材を独自で開発してお

り、特に「科学倫理」の教材は地理歴史科の教員と連携して作

成していることなど評価できる。なお、大学と踏み込んだ接続

の方策を模索する取組が望まれる。

21 兵庫県立豊岡高等学 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

校 成している。

校内の他の生徒への成果の普及や地域への情報発信も着実に

実施されており、さらなる充実が望まれる。なお、海外研修以

外にも英語力向上や国際性を高める取組の充実が望まれる。

22 武庫川女子大学附属 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

中学校・高等学校 成している。

高大接続に関する取組が充実しており、着実な成果をみるこ

とができる。なお、課題研究的な学校設定科目が他の理数の科

目とどのように関連するのかについての研究が望まれる。

23 和歌山県立向陽高等 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

学校・中学校 成している。

「ＳＳ探究科学Ⅰ」や「ＳＳ環境科学」において特色ある教

材が開発され、部活動も成果が出ている。なお、３年生の取組

が弱い、担当教員の仕事の負担が大きいなど運営上の課題の改

善を基にしたさらなる充実が望まれる。また、語学力や国際理

解の取組の充実や、中高一貫校としての特色を出した取組をど

う展開していくか明確な方向性を出すことが望まれる。

24 鳥取県立鳥取東高等 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達



学校 成している。

非常に真面目な姿勢でＳＳＨ事業を理数科中心に実施してい

る。なお、ＳＳＨ校として取り組む項目を発展させるために深

く踏み込んで進めていくことが望まれる。また、学校全体の取

組になっていないため、改善が望まれる。

25 島根県立松江東高等 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

学校 成している。

教育課程については、細かく内容を詰めながら実施しており、

工夫もされている。他教科との合同の取組が実施されているお

り、目に見える成果を期待したい。なお、科学系クラブの充実

や、県教育委員会からの特別な支援策の実施が望まれる。

26 ノートルダム清心学 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいを十分達成し

園 清心女子高等学校 ている。

科学技術分野における女性の現状と社会の意識改革の必要

性、女子の理系進学を支援する教育プログラムの実施による社

会の意識改革の推進に対応する研究は概ね進捗しており、継続

して推進することが望まれる。また、教材の開発や研究成果の

共有・継承について工夫を凝らし、さらなる改善が望まれる。

27 徳島県立城南高等学 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

校 成している。

科学技術に関する興味・関心の向上、プレゼンテーション能

力の育成などＳＳＨの活動は一定の成果をあげている。なお、

研究成果の普及、学校全体の取組体制、教員間の連携、研修会

の促進、国際交流プログラムの開発において改善が望まれる。

28 香川県立三本松高等 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

学校 成している。

学年進行とともに生徒の資質や意識の向上と連動した教科・

科目を設定しており評価できる。なお、研究成果の普及につい

ては、さらなる改善が望まれる。

29 佐賀県立致遠館高等 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

学校 成している。

開設する科目についての評価、工夫は細かく実施され、生徒

への着実な評価も実施されている。なお、ＳＳＨの対象生徒が

少数の取組があるため、どの生徒でも参加が可能になるような

改善が望まれる。また、地域と連携した取組を積極的に行うこ



とが望まれる。

30 熊本県立第二高等学 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

校 成している。

語学力の向上を図る研究については成果が上がっている。な

お、高大接続の在り方についての方策の研究については、生徒

の理科への関心を高めているが、高大接続までは実施されてい

ないため改善が望まれる。

31 宮崎県立宮崎北高等 現段階では、当初の計画通り研究開発のねらいをおおむね達

学校 成している。

科学コンテストにおける成果や意識調査における生徒の変容

がみられる。なお、高大接続を見通したハイレベルな課題研究

の実施については、充実した取組が期待される。また、世界の

科学の発展に寄与できる人材育成を目指す教育課程の実施につ

いては、工夫、改善が望まれる。



学校種 学　　　校　　　名

1 岩手県 公立 水沢高等学校

2 茨城県 公立 水戸第二高等学校

3 栃木県 私立 佐野日本大学高等学校

4 群馬県 公立 高崎女子高等学校

5 公立 川越女子高等学校

6 公立 川越高等学校

7 公立 小石川高等学校

8 私立 早稲田大学高等学院

9 公立 金沢泉丘高等学校

10 公立 小松高等学校

11 長野県 公立 屋代高等学校

12 岐阜県 公立 岐山高等学校

13 静岡県 公立 磐田南高等学校

14 公立 名古屋市立向陽高等学校

15 私立 名城大学附属高等学校

16 国立 名古屋大学教育学部附属中・高等学校

17 公立 膳所高等学校

18 私立 立命館守山高等学校

19 大阪府 公立 泉北高等学校

20 公立 加古川東高等学校

21 公立 豊岡高等学校

22 私立 武庫川女子大学附属中学校・高等学校

23 和歌山県 公立 向陽高等学校・中学校

24 鳥取県 公立 鳥取東高等学校

25 島根県 公立 松江東高等学校

26 岡山県 私立 ノートルダム清心学園　清心女子高等学校

27 徳島県 公立 城南高等学校

28 香川県 公立 三本松高等学校

29 佐賀県 公立 致遠館高等学校

30 熊本県 公立 第二高等学校

31 宮崎県 公立 宮崎北高等学校

中間評価対象校（平成１８年度ＳＳＨ指定校）一覧

３１校

石川県

都道府県

埼玉県

東京都

愛知県

滋賀県

兵庫県



スーパーサイエンスハイスクール企画評価会議協力者 
 

赤堀
あかほり

 侃司
か ん じ

   白鴎大学教育学部教授 

秋山
あきやま

 仁
じん

    東海大学教育開発研究所所長 

大路
お お じ

 樹生
た つ お

   国立大学法人東京大学大学院 

        理学系研究科地球惑星科学専攻准教授 

小倉
お ぐ ら

 康
やすし

    国立教育政策研究所 

        教育課程研究センター総括研究官 

菊池
き く ち

 正仁
まさひと

   前攻玉社中学校・高等学校長 

窪寺
くぼでら

 恒己
つ ね み

   国立科学博物館 

動物研究部海生無脊椎動物研究グループグループ長 

熊倉
くまくら

 啓之
ひろゆき

   国立大学法人静岡大学教授 

重松
しげまつ

 敬一
けいいち

   国立大学法人奈良教育大学教授 

田中
た な か

 統治
と う じ

   国立大学法人筑波大学教授 

富岡
とみおか

 康夫
や す お

   東京都立富士森高等学校長 

人見
ひ と み

 久城
ひ さ き

   国立大学法人宇都宮大学准教授 

持田
も ち だ

 澄子
す み こ

   東京医科大学教授 

山極
やまぎわ

 隆
たかし

    玉川大学学術研究所教授 

 
 

〔平成２２年３月１日現在〕 
（５０音順・敬称略） 
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