
 

 

えひめサイエンスリーダースキルアッププログラム 
 

 
実施担当者 愛媛県高等学校教育研究会 

理科部会 
   理事 横田 義広 

（愛媛県総合教育センター指導主事） 
 
 

 

 

１ はじめに 

高校生の科学研究活動を推進するためには、科学研究指導に意欲的な教員を継続的にサポートす

ることが大切であり、同時にその研究成果を発表する場も必要である。そのために、愛媛県では、

平成 27 年度から３年間にわたり、愛媛大学と愛媛県教育委員会が主体となり、科学技術振興機構

（ＪＳＴ）の「中高生の科学研究実践活動推進プログラム」の支援により、高校生が自立的・継続

的に科学研究活動を行うことができるようにプログラムの開発に取り組んできた１）。   

平成 30 年度からは、貴財団の支援を受け、教員の科学研究指導力向上と、高校生の科学研究活

動の更なる活性化を目指し、プログラムを充実させてきた。本プログラムには、２年間で教員 43

名、生徒 151名が参加し、科学研究のきっかけを与える研修講座や成果発表会を開催し、教員や生

徒の成果発表会への派遣等を行った。本プログラムを通して、生徒たちが、自立的・継続的に科学

研究に取り組むことができた。 

２ 活動の概要 

２－１ 教員向け科学研究基礎講座 

７月に、愛媛県総合教育センターの課題別研修「課題研究指導の基礎」を開催した。愛媛県教育

委員会が指定した指定受講者が参加した。講座内容は、以下のとおりである。 

 

講 座 題 目 講 座 内 容 

講義・演習 

「課題研究の指導とは」 

講師 愛媛県立松山南高等学校教頭 重松 聖二 

 研究テーマの設定から発表までの進め方についての講義・演習 

講義 

「研究倫理と安全管理の 

基本的な考え方」 

講師 愛媛大学准教授 向 平和 

 Intel ISEFの生命倫理の規定の紹介など、研究倫理や安全管理

に関する理解を深めるための講義  

講義・演習 

「科学的な思考について 

～ポスター作成～」 

講師 愛媛県総合教育センター指導主事 

 研究内容を効果的に伝えるポスターの作成方法の習得と、実際に

作成したポスターを使ったプレゼンテーションの実習 

講義 

「科学的な思考について 

～理数探究の実施に向けて～」 

講師 愛媛大学准教授 向 平和 

 新学習指導要領に盛り込まれた教科「理数」の概要及び課題研究

の位置付けについての講義 



 

 

２－２ 科学研究の進め方 

数学・情報、物理、化学、生物、地学の各領域において、愛媛大学と愛媛県総合教育センター

が企画したテーマで課題研究を行った。それぞれ２日間の日程で、教員１名が２～４名の生徒を

指導し、「仮説設定」「研究方法の検討」「実験・観察」「まとめ」の一連の流れを体験した。 

   令和元年度における、各領域の期日、内容、実施場所等は以   

下のとおりである。 

〇 数学・情報領域 ６月 15日（土）・７月 13日（土） 

 参加者：生徒８名、引率教員３名 

テーマ：「ゲームに現れる初等整数論を用いた課題研究」 

場 所：愛媛大学 

指導者：愛媛大学 安部教授 

総合教育センター 谷山指導主事、三瀬指導主事 

〇 物理領域 ６月 15日（土）・７月 13日（土） 

参加者：生徒 12 名、引率教員３名 

テーマ：「光の干渉を利用した構造解析」 

場 所：愛媛大学 

指導者：愛媛大学 中本准教授 

総合教育センター 横田指導主事 

〇 化学領域 ７月 13日（土）・14日（日） 

 参加者：生徒 18名、引率教員６名 

テーマ：「水蒸気蒸留」 

場 所：愛媛大学 指導者：愛媛大学 熊谷教授 

総合教育センター 越智指導主事 

〇 生物領域 ６月８日（土）・９日（日） 

 参加者：生徒 19名、引率教員７名 

テーマ：「環境調査の基礎」 

場 所：愛媛大学 

指導者：愛媛大学 日詰名誉教授、向准教授、中村准教授 

総合教育センター 真鍋指導主事 

〇 地学領域 ６月９日（日）・７月 13日（土） 

参加者：生徒 13 名、引率教員３名 

テーマ：「フィールドワークの基礎」 

場 所：愛媛大学 

指導者：愛媛大学 佐野教授 

総合教育センター 都築指導主事 

２－３ 各学校での研究等 

愛媛県教育委員会が運営する校務系ネットワークのメッセージ機能や、本プログラムのサポー

トウェブページを利用して、各学校で進める課題研究を年間をとおしてサポートしてきた。また、

愛媛大学教員を学校に招いての指導や、野外でのサンプリングなど、各学校において、課題研究

を推進してきた。令和元年度の実施の様子を以下に示す。 

〇 今治西高等学校 

  愛媛県西条市大明神川でのサンプリング 

  愛媛県今治市鈍川でのサンプリング 

〇 西条高等学校 

  愛媛県西条市加茂川でのサンプリング 

〇 長浜高等学校 



 

 

  愛媛大学高田准教授から指導 

〇 今治東中等教育学校 

  今治城にてサンプリング 

〇 川之江高等学校 

  自校にて、愛媛大学安部教授から指導 

〇 松山北高等学校 

  自校にて、愛媛大学安部教授から指導 

〇 津島高等学校 

  自校にて、愛媛大学安部教授から指導 

その他、各学校で研究活動を継続して行った。 

２－４ 成果発表会（えひめサイエンスチャレンジ） 

２月に、愛媛大学において、研究成果発表会「えひめサイエンスチャレンジ」を開催した。大会

には、本プログラムに参加していない生徒も参加できる「一般部門」とプログラム参加生徒のみが

参加できる「プログラム参加部門」の二つの部門を設けた。参加グループは、平成 30 年度に比べ

て全体で３グループ増え、令和元年度は、「一般部門」に 35 グループ（うち４グループがプログ

ラム参加者）、「プログラム参加部門」に 19 グループのエントリーがあり、生徒と教員を合わせ

て約 200 名が参加した。発表形式はポスター発表とし、９分刻みで５回の発表及び質疑を行った。 

ポスター発表を成功させるために、当日の生徒の質疑・応答が活発になるための二つの工夫を行

った。一つは、各学校の発表要旨集をまとめたものをあらかじめ配付し、質問内容やコメントをま

とめてくるようにしたことである。このことで、生徒は事前に発表要旨を読み、目的意識を持って

参加することができた。二つ目は、自分たちの研究の魅力を参加者全員に１分間で発表する「アピ

ールタイム」を設けたことである。このことは、発表技術の向上だけでなく、生徒が自分たちの研

究内容や意義を見直すことにもつながった。 

大会では、研究内容、発表の技術、内容理解（質疑・応答）の態度等で評価し、表彰も行った。

一般部門は外部審査員６名、プログラム参加部門は愛媛大学教員と愛媛県総合教育センター指導主

事が審査を担当した。さらに、教育学部の学生が企画・運営をした科学ワークショップを行った。 

ワークショップを通して、参加生徒同士だけでなく、参加生徒と大学生との交流も行われ、有意義

な会となった。 

 

＜日程＞ 

9：30～10：00 受付 

10：00～10：10 会開行事 

10：15～11：15 各校による研究紹介（アピールタイム） 

11：30～12：15 ポスター発表 Ⅰ 

12：15～13：00 昼食 

13：00～15：25 ポスター発表 Ⅱ 

15：35～16：15 愛媛大学学生による科学ワークショップ 

16：25～17：00 講評及び閉会行事 

 

なお、令和元年度に入賞したものは、以下の研究である。一般

部門７点、プログラム参加部門３点を優秀な研究として選出した。 

＜一般部門＞ 

〇 最優秀賞 １点 

長浜高等学校 「カクレクマノミのダンスの秘密～カクレクマノミのくねくねダンスは、 

警戒のサイン～」 

〇 優秀賞  ３点 



 

 

新居浜南高等学校 「気泡の発生時に発生する音の振動数 

について」   

西条高等学校   「マグネシウム空気電池の改良」 

長浜高等学校     「Mg２+と Ca２+による刺胞射出の抑制」 

 〇 努力賞  ３点 

   松山南高等学校  「固体物を水面に落とした時の水のは 

ね返りに関する研究」 

   宇和島東高等学校 「加熱による真珠の色の変化」 

   宇和島東高等学校 「画像解析を用いた空の色と天気の関 

係の考察」 

＜プログラム参加部門＞ 

〇 優秀賞  ３点 

西条高等学校   「銅樹は Cu だけではなかった～組成と 

生成過程に注目して～」 

丹原高等学校   「水蒸気蒸留法を用いた竹の成分抽出 

とその活用方法についての研究」 

松山中央高等学校 「砥部川流域の水質調査」 

その他、年間を通じてプログラムに参加した 12 校 17 グループに対して、奨励賞を授与した。 

３ まとめ 

高等学校では、令和４年度から次期学習指導要領が実施される。次期学習指導要領に新しく盛り

込まれる「理数探究」は、「探究の過程を通して課題を解決するために必要な基本的な資質や能力

を育成する」ことを目的としている。高校教員が本プログラムに参加し、課題研究指導力を向上さ

せることが、次期学習指導要領へのスムーズな移行へとつながるためにも、本プログラムを企画・

運営することは意義深いことであると考える。 

２年間を通して、愛媛大学と愛媛県総合教育センターがサポートウェブページを使用して、各学

校の研究活動を継続的にサポートしてきた。愛媛大学教員の助言は継続的なものであり、高校教員

の課題研究指導力が向上するとともに、高大の絆はより強固なものになった。また、生徒にとって

は、大学教員の指導を直接受けたり大学の設備を使用したりする経験は貴重であり、課題研究を通

して科学的な見方や考え方を養うことができた。さらに、教員、生徒ともに学校間のつながりがで

きたことも大きな成果である。 

年度末に実施した成果発表会「えひめサイエンスチャレンジ」は、愛媛県の科学研究を行う高校

生にとって、年度末のイベントとして定着している。今年度は、昨年度を上回る参加希望があり、

１校当たりの参加数を制限せざるを得なかった。しかしながら、参加校から「発表だけでなく、研

究内容の情報交換ができるこのイベントに、更に多くの参加ができるように門戸を広げてほしい」

という強い要望があった。このように、高等学校にとって年度末に科学研究の成果発表の機会があ

ることは意義深く、貴財団からの支援をいただいた２年間で、本プログラムに対する期待度や知名

度を上げることができたことは特筆すべき事柄である。 
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