
平成２３年４月８日

平成２３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２３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２３年度新規指定校

○指定校数

・ 平成２３年度指定校として３８校を決定。（指定期間５年：２３年度～２７年度）

（内訳）国立１校、公立３１校、私立６校(うち１８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２３年度のＳＳＨの学校数は計１４５校となる。

（参考）平成２２年度：計１２５校→平成２３年度：計１４５校

○応募状況、審査及び決定方法

・ ８９校から実施希望調書の提出があった。（国立２校、公立６６校、私立２１校）

・ 各学校から提出された実施希望調書について、外部有識者である企画評価会議協

力者が審査を行い、その結果をもとに指定校３８校を決定。

平成２３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「コアＳＳ

Ｈ」を設け、ＳＳＨ指定校に対して追加の支援を行う。

・ 平成２３年度コアＳＳＨ指定校として２０校を決定。

・ 既存校を含め、平成２３年度コアＳＳＨの学校数は２９校となる。

（問い合わせ先）

初等中等教育局教育課程課

課 長 平 林 正 吉（内線２０９１）

課 長 補 佐 黒 沼 一 郎（内線２３６３）

係 長 髙 市 和 則（内線２９３０）

電話：０３－５２５３－４１１１（代表）

電話：０３－６７３４－２６１３（直通）



Ｎｏ． 学校種

1 岩 手 県 岩手県立盛岡第三高等学校 公立

2 福 島 県 福島県立磐城高等学校 公立

3 茨 城 県 茨城県立水戸第二高等学校※ 公立 ＊

4 茨 城 県 茗溪学園中学校高等学校 私立

5 栃 木 県 作新学院高等学校 私立

6 埼 玉 県 埼玉県立川越高等学校※ 公立 ＊

7 埼 玉 県 埼玉県立川越女子高等学校※ 公立 ＊

8 埼 玉 県 埼玉県立熊谷高等学校 公立

9 埼 玉 県 埼玉県立不動岡高等学校 公立

10 千 葉 県 千葉県立柏高等学校 公立 ＊

11 東 京 都 東京都立小石川中等教育学校※ 公立 ＊

12 東 京 都 早稲田大学高等学院※ 私立 ＊

13 神 奈 川 県 神奈川県立西湘高等学校 公立 ＊

14 石 川 県 石川県立金沢泉丘高等学校※ 公立 ＊

15 石 川 県 石川県立小松高等学校※ 公立 ＊

16 福 井 県 福井県立若狭高等学校 公立

17 長 野 県 長野県屋代高等学校※ 公立 ＊

18 静 岡 県 静岡県立磐田南高等学校※ 公立 ＊

19 愛 知 県 名古屋大学教育学部附属中・高等学校※ 国立 ＊

20 愛 知 県 愛知県立刈谷高等学校 公立

21 愛 知 県 愛知県立明和高等学校 公立

22 愛 知 県 名城大学附属高等学校※ 私立 ＊

23 滋 賀 県 滋賀県立膳所高等学校※ 公立 ＊

24 大 阪 府 大阪府立岸和田高等学校 公立

25 大 阪 府 大阪市立東高等学校 公立

26 兵 庫 県 神戸市立六甲アイランド高等学校 公立

27 奈 良 県 奈良県立青翔高等学校 公立

28 和 歌 山 県 和歌山県立向陽高等学校・中学校※ 公立 ＊

29 岡 山 県 金光学園高等学校 私立

30 岡 山 県 ノートルダム清心学園　清心女子高等学校※ 私立 ＊

31 香 川 県 香川県立観音寺第一高等学校 公立

32 福 岡 県 福岡県立香住丘高等学校 公立

33 福 岡 県 福岡県立嘉穂高等学校 公立

34 福 岡 県 福岡県立八幡高等学校 公立

35 佐 賀 県 佐賀県立致遠館高等学校・佐賀県立致遠館中学校※ 公立 ＊

36 熊 本 県 熊本県立熊本北高等学校 公立

37 熊 本 県 熊本県立第二高等学校※ 公立 ＊

38 大 分 県 大分県立日田高等学校 公立

（計３８校）【応募校８９校】

※　平成１８年度指定で、平成２３年度新規指定に採択された学校

＊　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２３年度指定校）

都道府県名 学　　校　　名

（指定期間５年：２３～２７年度）



NO. 都道府県名 学校種 学　校　名 研　究　開　発　課　題

1 岩手県 公立 岩手県立盛岡第三高等学校

　持続可能な社会を担う，問題解決能力を持つ生徒を育成する教育課程と指導

法の研究開発

 ～普通科の高校における問題解決能力としての「科学的探究力」「発展的対話

力」「論理的思考力」育成プランの構築～

2 福島県 公立 福島県立磐城高等学校

　最先端の研究機関や大学との連携を密にし，科学技術に対する興味,関心,探

究心を高め,地域性を生かした研究を通して才能を伸ばし,国際化社会でも活躍で

きる人材を育成する理数系教育に関する研究

3 茨城県 公立 茨城県立水戸第二高等学校※

（１）次世代を担える科学的素養を備えた女性の育成

（２）積極的に世界を目指す女性科学者育成の基盤づくり

（３）小･中学校等に対する科学への夢を育むための教育支援の研究と開発

4 茨城県 私立 茗溪学園中学校高等学校

  国際的最先端科学者養成を指向した科学研究能力育成中高一貫カリキュラム

の開発

～国際的科学教育,個人研究,高大連携・高研連携を主軸とした,つくば発GET

Meikei Pioneer Projectの実践～

5 栃木県 私立 作新学院高等学校

　自ら探究し，論理的に思考・判断できる能力を高め，科学技術の発展に寄与

し，国際社会に貢献できる人間性豊かな人材を育成するための，教育課程及び

指導方法の研究開発。

6 埼玉県 公立 埼玉県立川越高等学校※

　「知の融合」科学技術系人材の育成

広く世界に目を向け,既存の知の枠組みを超えた新たな学問分野を創出し得る,国

際的科学技術系人材を育成するためのカリキュラムと教育方法を研究する。

　「知の継承」－サイエンスネットワークの水平展開と垂直展開－

ＳＳＨ指定で開発したカリキュラム,指導方法,教材により研究能力向上の取組を行

い,在学中及び卒業後も視野に入れた系統的・継続的な指導法を研究する。また,

本校卒業生や関連機関との連携や,県・国との協力体制の在り方について研究す

る。

7 埼玉県 公立 埼玉県立川越女子高等学校※

　教科間連携を核にして全校生徒に『科学的総合知』を育成するとともに希望者

を対象としたＳＳＨプログラムで『科学的興味・関心』を高める。またＳＳＨクラスで

は,課題研究指導及び総合科学講義を行い,将来の女性科学者・科学的素養を

持った教育者の育成を目指す教育モデルを構築する。

8 埼玉県 公立 埼玉県立熊谷高等学校
　国際社会に貢献できる科学者・技術者育成のために,論理的思考力と発想力を

一層高めるための効果的な指導方法や評価方法等についての研究開発を行う。

9 埼玉県 公立 埼玉県立不動岡高等学校

　「事実」から「気づき」そして「探究」へ

　～科学的素養を身につけ,生涯にわたって「科学」に対する意識を持ち,持続可

能な社会の創造・発展に貢献できる人材を育成する教育課程・学習指導法の研

究～

10 千葉県 公立 千葉県立柏高等学校

　Think Globally ，Act Locally を実践する未来の科学者の育成

　地域内にある我が国をリードする知の拠点と連携を図り，最先端の科学に触

れ，世界的に活躍する科学者との交流により，地球規模の問題から身近な生活

にいたるまでの科学の関わりや重要性を考察し，課題と真摯に向き合い，解決し

ていくことができる未来の科学者を育成する。

11 東京都 公立 東京都立小石川中等教育学校※
　科学的思考力,自己学習力,コミュニケーション力を高め,国際社会に活躍する

リーダーを育てる教育の研究開発

12 東京都 私立 早稲田大学高等学院※
　未来を切り拓くことができる独創的な研究能力を持ち,国際社会で活躍する科学

者・　技術者を育成する教育プログラムの開発

13 神奈川県 公立 神奈川県立西湘高等学校

　過去６年間の研究成果を踏まえ,神奈川県西部地域の自然と地域の教育力の活

用を図りながら「地球理解教育」を進め,国際社会で活躍できるすぐれた科学技術

系人材を育成する教育方法の開発と実践を行う。これまでの研究成果を一般生

徒にも普遍化し,地域の教育にも還元する新たな中核的活動を展開する。

スーパーサイエンスハイスクール(平成23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

14 石川県 公立 石川県立金沢泉丘高等学校※

　創造性・独創性及び課題探究力を身につけた国際的に活躍できる科学技術系

人材を育成するために,大学等との連携を図りながら高等学校における教育課程

や指導法に関する研究開発を行う。

15 石川県 公立 石川県立小松高等学校※

　科学的探究力,人間力,自己表現力,国際性の４つの力を高める教育課程と指導

法及び小・中・高・大学・企業との連携・協力のあり方の研究開発を通して,国際的

に活躍できる科学技術系人材の育成を目指す。

16 福井県 公立 福井県立若狭高等学校

　若狭地区及び地域拠点校としての特長を生かし,科学技術・数学に関した課題

解決・成果発信等を担う国際的に活躍する理数系人材,及び科学技術に関わる政

策立案,意志決定等に寄与する文科系人材の育成。

17 長野県 公立 長野県屋代高等学校※

　信州の自然環境で育まれた豊かな感性を伸ばし，将来国際的に活躍できる主

体性・創造性に満ちた生徒を育成するための小学校・中学校・高校・大学・研究

機関等が一丸となった教育活動の研究開発

18 静岡県 公立 静岡県立磐田南高等学校※

　先進的な自然科学研究者となる人材育成を目指すとともに,サイエンスマインドを

基調とした教育を実践するためのカリキュラム・指導法・教材等の研究開発を行

う。

19 愛知県 国立 名古屋大学教育学部附属中・高等学校※
　併設型中高一貫教育において高大接続を考慮した「サイエンス・リテラシー」育

成のための教育方法・評価方法を大学と協同で開発する。

20 愛知県 公立 愛知県立刈谷高等学校
　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～

21 愛知県 公立 愛知県立明和高等学校
　国際社会で活躍する科学技術系人材の育成のための多様な指導方法の研究

開発「科学の方法論」と「総合的な知性」を目指して

22 愛知県 私立 名城大学附属高等学校※

　高大協同による国際的科学リーダーの育成

～メンタルリテラシーの向上とサロン的学習による学び力の養成～

①　高大協同によるキャリア支援と高大接続

②　高大協同によるリメディアル教育の充実

③　産学協同による研究発表会の開催と人材育成

23 滋賀県 公立 滋賀県立膳所高等学校※

①自らが課題を設定・探究し,発信する能力を育成するプログラムの開発

②国際的な視野に立った科学技術リテラシーを育成するプログラムの開発

③科学的な思考を育む授業を構築するためのプログラムの開発

24 大阪府 公立 大阪府立岸和田高等学校

　｢科学の温故知新」

～本校所蔵の科学的歴史資料の活用による,高い志をもつ科学技術系人材育成

のための「温故プログラム」と,外部連携による広い科学的視野と国際感覚をもつ

人材育成のための「知新プログラム」の研究開発～

25 大阪府 公立 大阪市立東高等学校

①　理数系への自発的・探究的な学習意欲を引き出す,体験的・協同的な学習プロ

グラムの開発（専門教育の課題）

②　知識活用力および言語・コミュニケーション能力の向上を目指す,各教科共通

のテーマを用いた教材の開発（一般教育の課題）

③　理数系指向をさらに強めるための,研究者・専門家・大学（院）生との対話・交

流プログラムの開発（生涯教育の課題）

26 兵庫県 公立 神戸市立六甲アイランド高等学校

　神戸市立高校としての地域特性(医療産業都市構想を含めた)を生かし,「課題

研究」と「知識の統合」を中心とした指導の工夫を通じて,世界に通用する技術者・

科学者のタマゴを育てることを目指したカリキュラムの研究開発



NO. 都道府県名 学校種 学　校　名 研　究　開　発　課　題

27 奈良県 公立 奈良県立青翔高等学校

 　科学への興味・関心を高め、人間がよりよく生きられる社会の実現に貢献でき

る科学技術系人材を育成するための、『体験重視型理数科教育プログラム』の研

究開発

(1) 自ら探究する力、伝え合う力の育成をめざす体系的な体験重視型探究プログ

ラム（青翔スパイラルアッププログラム）

(2) 基礎的・基本的な知識と技能の確実な習得と、知識と技能の深化と総合化を

めざす体験重視型理数科学習プログラム（青翔サイエンススタディプログラム）

①地域の産業から学ぶ、体験型ものづくり教材の研究開発

②紀伊半島の自然から学ぶ、体験型環境教育教材の研究開発

③自然や生活を数学的に分析する、体験型分析数学教材の研究開発

④外国人講師から学ぶ、体験型コミュニケーション英語教材の研究開発

28 和歌山県 公立 和歌山県立向陽高等学校・中学校※

　SＳＨ研究指定５年間（Ｈ18～Ｈ22）の成果をもとに,中高一貫教育,大学・研究機

関連携による探究活動を深化させるとともに,地域の学校の科学リテラシー向上と

国際感覚に優れた地球規模で活躍できる主体的研究者を育成する理数教育プロ

グラム『KOYO Science Ship(ＫＳＳ)』の研究開発を行う。

29 岡山県 私立 金光学園高等学校
　国際社会において科学技術の発展に貢献し，真に世のお役に立てる人材を育

てる，中高６カ年を通しての探究力育成プログラムの開発

30 岡山県 私立 ノートルダム清心学園　清心女子高等学校※

　次代の科学技術を担う女性研究者としての基盤育成をめざした教育モデルの

構築と成果普及・地域連携の強化による,科学技術分野における男女共同参画

の推進

31 香川県 公立 香川県立観音寺第一高等学校

　地域に根ざし，国際舞台で活躍できる，高い志と使命感をもった科学者を育成

するため，課題研究の充実に向けたカリキュラム開発をはじめ，国内の大学や

研究機関との連携，海外科学体験研修，地域の企業や研究機関との連携等を通

じて，探究力や国際性，科学リテラシー，地域貢献への意識等の育成に向けた教

育プログラムを研究開発する。

32 福岡県 公立 福岡県立香住丘高等学校 　科学的に｢探究する力｣・｢伝えあう力｣の育成法と能力評価法の研究開発

33 福岡県 公立 福岡県立嘉穂高等学校

　「地域社会に貢献し日本の将来を担う国際性豊かな科学技術系人材の育成」を

目指して,次の（１）～（３）の研究開発課題に全校を上げて取り組む。

 （１）カリキュラム開発を中心とした科学技術系人材育成プログラムの研究

　～幅広い知見と独創性を持つリーダー的人材を輩出する～

 （２）国際性を育む方法の研究

　～国際社会の中心で活躍する日本人を輩出する～

 （３）地域の優れた科学技術系人材を見出し伸ばす仕組みの研究

　～地域経済の発展に寄与する人材を輩出する～

34 福岡県 公立 福岡県立八幡高等学校

　研究テーマ「科学智の統合」（Integrated Science　略称IS）

（１） 科学技術リテラシーを基盤とした卓越した科学的思考力・創造力を有する生

徒育成のためのカリキュラム開発の研究

（２） 国際社会に貢献できる高いコミュニケーション能力を持った生徒育成プログ

ラムの開発の研究

（３） 産学連携,高大連携等による科学技術リテラシーの深化および地域への研究

成果還元のあり方の研究

35 佐賀県 公立 佐賀県立致遠館高等学校・佐賀県立致遠館中学校※
　「創造的思考力や知的柔軟性を身につけた科学技術系人材を育成するため

の，中高一貫教育の特性を生かした教育課程の開発」

36 熊本県 公立 熊本県立熊本北高等学校

　科学に興味・関心が高い人材を発掘し,物事を論理的に考え,高い実験技能と応

用力,英語運用能力,ディスカッション能力を身に付けさせるプログラム「北高アク

ティブプラン」を行うことで,科学技術立国日本を先導するアクティブな科学技術系

人材を育成する。



NO. 都道府県名 学校種 学　校　名 研　究　開　発　課　題

37 熊本県 公立 熊本県立第二高等学校※

　第二期のＳＳＨ事業の成果と課題を踏まえ,次の２つの研究開発課題を設定し,効

果的な理数教育の方法と形態を研究開発し,その成果を普及する。

Ⅰ　国際社会で科学技術をリードすることのできる人材育成のため,科学的な創造

力・独創力・探究心や科学的リテラシー及び語学力を身に付けるためのカリキュ

ラム・指導法の研究開発を行う。

Ⅱ　ＳＳＨの研究成果を地域に普及を図り,理数教育向上のための中核拠点校と

しての在り方に関する研究開発を行う。

38 大分県 公立 大分県立日田高等学校

○地域の科学的・文化的・教育的資源を有効活用し，体験活動を通して，創造性

と独創性に富み，国際的視野に立てる人材を発掘するプログラムの開発。

○地域において科学的な取り組みを推進する団体や企業，その研究開発に携わ

る大学や研究機関との連携を深め，探究活動を通して，地域の科学振興に寄与

したり，日本の科学技術の次代を担う人材を育成するプログラムの開発。

※　平成１８年度指定で、平成２３年度新規指定に採択された学校



Ｎｏ． 実施希望種 学校種

1 千葉県立船橋高等学校 公立

2 滋賀県立膳所高等学校 公立

3 大阪府立大手前高等学校 公立

4 和歌山県立日高高等学校 公立

5 島根県立益田高等学校 公立

6 福岡県立小倉高等学校 公立

7 青森県立八戸北高等学校 公立

8 愛知県立一宮高等学校 公立

9 兵庫県立尼崎小田高等学校 公立

10 鹿児島県立錦江湾高等学校 公立

11 早稲田大学本庄高等学院 私立

12 東京都立小石川中等教育学校 公立

13 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 公立

14 静岡理工科大学　静岡北高等学校 私立

15 愛知県立時習館高等学校 公立

16 京都教育大学附属高等学校 国立

17 立命館高等学校 私立

18 大阪府立高津高等学校 公立

19 奈良女子大学附属中等教育学校 国立

20 岡山県立岡山一宮高等学校 公立

東京都

埼玉県

鹿児島県

京都府

愛知県

静岡県

神奈川県

岡山県

奈良県

大阪府

京都府

兵庫県

愛知県

青森県

福岡県

和歌山県

大阪府

滋賀県

千葉県

※「地域の中核的拠点形成」については、平成２２年度に指定を受けた、福井県立藤島高等学校、愛知県立岡崎高等学校、京都市立堀川

高等学校、大阪府立天王寺高等学校、兵庫県立神戸高等学校、岡山県立玉島高等学校、広島県立広島国泰寺高等学校、長崎県立長崎西

高等学校、大分県立大分舞鶴高等学校も、平成２３年度引き続き取組を実施。

（計２０校）【応募校３０校】

スーパーサイエンスハイスクール（平成２３年度 コアＳＳＨ採択校）

学　　校　　名

地域の中核的拠点形成

（指定期間：１～３年間）

全国的な規模での共同研究

（コンソーシアム型）

（指定期間：１年間）

海外の理数系教育重点校との

連携

（指定期間：１年間）

都道府県名

島根県



NO. 実施希望種 都道府県名 学校種 学　校　名 研究の主なポイント

1 千葉県 公立 千葉県立船橋高等学校
　科学的創造力のある人材を育成する全県的学校ネットワークシステムの開発

「千葉サイエンススクールネット　～拓け！新未来！！～　」

2 滋賀県 公立 滋賀県立膳所高等学校
　学びのネットワーク「Shiga Science Project」の構築

―ＳＳＨ事業で研究開発したプログラムの発信と有効性の検証―

3 大阪府 公立 大阪府立大手前高等学校

　「数学」の分野に特化した能力開発プログラムの共同開発研究

（Ⅰ）優れた論理的思考力・論理的表現力の育成のためのプログラム研究

（Ⅱ）世界の中等数学教育プログラムの研究

（Ⅲ）教員の研究力・指導力向上のためのプログラム開発

4 和歌山県 公立 和歌山県立日高高等学校

　ＳＳＨ研究指定の取組で培った大学や研究機関等とのネットワークを活用し、地域

の教職員・生徒を対象とした研修会を開催し、その内容等を「理数科教育研修ガイド

ブック」にまとめ出版することにより、地域全体の理数科教育の質の向上を図る。

5 島根県 公立 島根県立益田高等学校

　これまでスーパーサイエンスハイスクール事業で行ってきた事業の成果を生かし，

大学や研究施設等のない地域における地域全体の理数系教育力の向上を図り，理

数科学系人材育成に資するモデル事業を構築する。

  事業は，県内の理数科高校や自然科学系部活動校および地域の小中学校の児

童・生徒，および市民を対象とし，地域の科学リテラシー向上をめざすとともに，科学

技術，理科，数学に意欲や才能のある児童・生徒を見いだし，それを伸ばすことを目

的とする。

6 福岡県 公立 福岡県立小倉高等学校

　平成２２年度の実績を踏まえ、科学系部活動や課題研究の活性化を目指して、次の

４点を重点的に取り組む。

(1) 高校生同士の交流のあり方に関する研究を行うと共に、コミュニケーション

　能力を向上させるとともに、生徒のファシリテーション能力を育成する。

(2) 地域の科学教育振興事業における高大連携のあり方や高校生が果たす

　役割（科学コミュニケーター等）に関して研究を行う。

(3) 課題研究の評価法や生徒研究発表会のあり方を研究し、課題研究の活

　性化を目指す。

(4) 本校のＳＳ研究会を中心に、学会に参加したり研究施設を訪問し、一流の

　研究者と研究成果について議論をできるレベルの研究を目指す。

7 青森県 公立 青森県立八戸北高等学校
　『全国SSH指定校等によるゲンジボタルの遺伝的解析と生息地域・生息環境に関す

る共同研究』

8 愛知県 公立 愛知県立一宮高等学校 　｢全国一斉！みんなで夜空の明るさ調査～環境特に光害を考える～｣

9 兵庫県 公立 兵庫県立尼崎小田高等学校
　「DNAで探る古代日本の人と自然－ミトコンドリア・Y染色体分析による縄文弥生人分

布及びブナの地史分析－」の研究

10 鹿児島県 公立 鹿児島県立錦江湾高等学校
　「ダイコンを基盤としたトータルサイエンスの実践

～文理融合をも見据えた学際的教育研究の試み～」

11 埼玉県 私立 早稲田大学本庄高等学院

　「台湾高瞻計画指定校と日本スーパーサイエンスハイスクール計画指定校間にお

ける科学教育交流シンポジウム（台湾高瞻計画・日本SSH計画科学教育交流シンポジ

ウム・HPS-SSH Science Education Exchange Symposium(SEESと略)）の中で考

える次世代型科学教育プログラム」の研究

12 東京都 公立 東京都立小石川中等教育学校
　国際的視野を持った理数系人材を育てる教育の在りかたの研究

～サイエンスに関わるグローバル･マインドの育成～

13 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
　「海外の理数系教育重点校の生徒との共同研究を通し、将来各国の人々と協力し、

世界的な視野で問題解決を行う人材を育成する教育の推進」

14 静岡県 私立 静岡理工科大学　静岡北高等学校

　水に関する国内外の先進的な研究推進校が共同して科学コミュニケーションを促進

し、高校生の科学技術リテラシーや自律的に活動する力を伸ばすことにより、科学へ

の深い関心や強い学習意欲を持った人材を育成する指導法を開発する。

15 愛知県 公立 愛知県立時習館高等学校
　国際性と実践的コミュニケーション能力をあわせもつ科学技術エキスパートの育成

～英国パブリックスクールとの交流を通して～

16 京都府 国立 京都教育大学附属高等学校
　国際性の育成とその手法の開発および普及

－日英サイエンスワークショップ（日英ＳＷ）－

17 京都府 私立 立命館高等学校 　海外理数教育重点校との科学研究交流を通して次世代リーダーを育成する

18 大阪府 公立 大阪府立高津高等学校 　「河川の共同調査を通じた国際的人材育成プログラムの開発」

海外の理数系教育重点校

との連携

スーパーサイエンスハイスクール(平成23年度 コアＳＳＨ採択校)研究開発課題

地域の中核的拠点形成

全国的な規模での共同研

究(コンソーシアム型)



NO. 実施希望種 都道府県名 学校種 学　校　名 研究の主なポイント

19 奈良県 国立 奈良女子大学附属中等教育学校

　海外連携校との中高生合同のサイエンスキャンプ(ASTY Camp、SCoPE)や、教員実

地研修等による、国際連携における中高生の理数の才能を育成する指導方法の研究

開発

20 岡山県 公立 岡山県立岡山一宮高等学校
　韓国慶南(キヨンナム)科学高校および岡山県内理数系高校連携の英語課題研究

発表会による国際的科学技術系人材育成のストラテジー

（計２０校）【応募校３０校】

海外の理数系教育重点校

との連携



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 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 盛岡第三高等学校 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 磐城高等学校 県立 会津学鳳高等学校・中学校 県立 福島高等学校

県立 水戸第二高等学校※ 県立 日立第一高等学校

私立 茗溪学園中学校高等学校 私立 清真学園高等学校・中学校

栃木県 私立 作新学院高等学校 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 川越高等学校※ 県立 春日部高等学校 県立 浦和第一女子高等学校　 県立 大宮高等学校

県立 川越女子高等学校※ 私立 早稲田大学本庄高等学院

県立 熊谷高等学校

県立 不動岡高等学校

県立 柏高等学校 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

都立 小石川中等教育学校※ 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　

私立 早稲田大学高等学院※ 都立 科学技術高等学校

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 県立 西湘高等学校 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 新潟南高等学校

県立 柏崎高等学校

県立 金沢泉丘高等学校※ 県立 七尾高等学校

県立 小松高等学校※

県立 若狭高等学校 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 屋代高等学校※ 県立 飯山北高等学校

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 磐田南高等学校※ 県立 清水東高等学校　

私立 静岡理工科大学静岡北高等学校

国立 名古屋大学教育学部附属中・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 刈谷高等学校 県立 時習館高等学校

県立 明和高等学校

私立 名城大学附属高等学校※

県立 津高等学校

県立 津西高等学校

滋賀県 県立 膳所高等学校※ 県立 彦根東高等学校　 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 岸和田高等学校 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*

市立 大阪市立東高等学校 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

市立 神戸市立六甲アイランド高等学校 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*

県立 青翔高等学校 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 向陽高等学校・中学校※ 県立 海南高等学校　

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*

私立 金光学園高等学校 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 ノートルダム清心学園　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 県立 観音寺第一高等学校 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 香住丘高等学校 県立 小倉高等学校 私立 明治学園中学校・高等学校

県立 嘉穂高等学校 県立 城南高等学校

県立 八幡高等学校

佐賀県 県立 致遠館高等学校・致遠館中学校※

長崎県 県立 長崎西高等学校

県立 熊本北高等学校

県立 第二高等学校※

大分県 県立 日田高等学校 県立 大分舞鶴高等学校

宮崎県 県立 宮崎北高等学校*

鹿児島県 県立 錦江湾高等学校 私立 池田中学・高等学校

１４５校　

平成２３年度スーパーサイエンスハイスクール一覧

３１校

平成１８年度指定のうち２年間の
終了経過措置に入る学校

平成１７年度指定のうち終了経
過措置の最終年に入る学校

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)

平成２３年度指定
(指定期間５年：２３～２７年度)

３８校

福井県

３校

北海道

茨城県

１３校 １５校９校

青森県

都道府県 ３６校

埼玉県

石川県

新潟県

千葉県

東京都

三重県

長野県

愛知県

静岡県

＊　平成１８年度指定で経過措置に入る学校のうち、*印の学校の経過措置は１年間

大阪府

京都府

福岡県

和歌山県

奈良県

兵庫県

熊本県

岡山県

※　平成１８年度指定で、平成２３年度新規指定に採択された学校



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

○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
※特に地域の中核的拠点形成、海外の理数教育重点校との連携は、機能強化のため支援を充実

H22年度

 

H23年度

１２５校→１４５校 （4年後〔平成26年度〕200校を目指す）

背景背景
・新成長戦略の実現(工程表Ⅴ「

 

１．国際競争力ある科学・技術・イノベーションシステムの構築」）

 

○ スーパーサイエンスハイスクールの強化（2011年度に実施すべき事項）

・「科学技術に関する基本政策について」

 

（答申）

 

（平成22年12月24日総合科学技術会議）

国は、次代を担う科学技術関係人材の育成を目指すスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）への支援を一層充実するとともに、その成果を広く他の学校に普及するための取組を進める

○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

概要概要

平成23年度予算額

 

：

 

2,404百万円
（平成22年度予算額

 

：

 

2,065百万円）
※運営費交付金中の推計額を含む
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