
理数科・SSHパンフレット 2021

世界は “たのしい” で
あふれてる

兵庫県立加古川東高等学校

Super Science Highschool 第３期指定校

このパンフレットには、
理数科で過ごした在校生・卒業生の
“本音の感想” を多数載せています。
これを読んでワクワクした方には、
ぜひとも本校理数科で楽しみながら
学んでほしいと思います。
やる気に満ちたあなたを最大限に
成長させるプログラムを用意して
お待ちしています。



他者と議論しながら、問いを立て問いに答える
過程を繰り返して “研究力” を身につける

自身の考えを第三者に論理的に説得力のある
ように伝える “発信力” を身につける

台湾研修などを通して、実践的な英語力を元に
協働して活躍できる “国際性” を身につける

理数科交流会
理数英語 発表１

課題研究基礎 特別講義・実習１
科学を考える 特別講義

課題研究基礎 実習２
理数英語 発表２
科学を考える 討論１

課題研究基礎 実習３・４

課題研究基礎 夏休みレポート
理数科説明会
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理数科サイエンス研修
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理数英語 発表３

課題研究基礎 研究３・４

科学を考える 討論３

課題研究基礎 研究発表
人と自然の博物館研修

課題研究基礎 特別講義
課題研究基礎 課題研究Ⅰ発表見学
科学を考える 論文作成
理数英語 発表４

SSH研究発表会
課題研究基礎 課題研究Ⅰテーマ設定１

課題研究基礎 課題研究Ⅰテーマ設定２～４
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課題研究Ⅰ 開始
英語プレゼンテーション 発表１

課題研究Ⅰ レポート作成
SPring-8研修
理数科説明会

課題研究Ⅰ 中間発表
英語プレゼンテーション 発表２

英語プレゼンテーション 発表３
探究デー＆理数科交流会

課題研究Ⅰ 理数科内発表会
課題研究Ⅰ サイエンスフェア（希望班）

課題研究Ⅰ 加古川東高校SSH研究発表会

課題研究Ⅰ＆英語プレ 英語課題研究発表会

課題研究Ⅰ 課題研究合同発表会
at京都大学（希望班）
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課題研究Ⅱ 日本語＆英語 論文執筆開始

課題研究Ⅱ SSH全国大会発表（代表班）
課題研究Ⅱ 論文完成

課題研究Ⅱ Science Conference
英語発表会（希望班）

4月

7月

8月

課題研究Ⅱ 学びの設計書作成・発表9月



■課題研究基礎

短い時間で仮説を立ててそれを解決まで持ってい

くことはなかなかしんどかったです。しかし、こ

の経験は新鮮なものであり、研究がなんたるかを

知るにはとてもいい時間であると思います。

課題研究の前に探究活動の練習が出来る貴重な機

会です。前期から継続して実験データの取り方や、

論文•パワポのフォーマットなどを講義形式で勉強

すると思いますが、研究で独自性を発揮するには、

きちんとした土台が必要です。

課題研究へ向けての基礎を学べる教科で、研究の

時にどんなことに気をつければいいのかや、実験

の仕方、データのまとめ方など新しいことに溢れ

ています。

●

●

■科学を考える

実のところ一番役に立った教科。物事の捉え方、

考え方を学ぶ授業なので、すぐに分かりやすく効

果を実感できないかもしれませんが、今後の人生

でずっと役に立つと思います。授業での内容は一

見自明にも思えますが、それを明文化して、意識

的に自分の思考の過程に組み込むということに意

味があるのだと思います。文章を書く課題とかも

与えられますが、手抜きせず、自分なりに考えて

みれば、1年後、自分の成長ぶりに驚愕できるはず

です。

理数科は案外文系に興味が行く人も多いのですが、

科学を考えるでは、理系の学問と人文科学は両輪

だということを実感できると思います。答えが

はっきりと出ない問題だからこそ、言い負かすの

ではなく、他人の立場を自分の中に取り込んで考

える経験をする良い機会です。

●

●

■理数英語

理系的な英単語を覚えるので、論文製作などで非

常に役に立ちます。理系の大学を受けるなら、大

学入試の英作文などでも有益だと思います。英語

での発表を何回か行うので、パワーポイントの技

術も身に付きます。

英語力の向上は言うまでもなく、英語で話そうと

いう心を養えました。語学力は机に向かっている

だけでも高まるでしょうが、この心意気は実際に

英語で喋ってみなければ身につかないものだと思

います。

1年生の間は人前で話す練習だと思って受けてみて

ください。英語は意識をもって話を聞いてリスニ

ングに強くなりましょう。

●

●

休み時間や放課後には、
生徒同士で勉強を教え合う

Check!

特に理科の授業は大好きで、
生物の解剖実験に興奮！

みな知的好奇心が高いので
授業中もワクワクドキドキ！

発表会に向けてクラスみんな
で楽しみながら準備する

●

●



■課題研究Ⅰ

テーマ決めについて、なかなか決まらなくて焦っ

てしまうかもしれませんがテーマで研究の善し悪

しまで決まってしまうことも多いので、焦らず

じっくり考えて進めていくといいと思います。そ

れでも、すぐにアイデアを出すのは大変なので毎

日を過ごしている中で思いついたことをメモって

いるといいですよ！

● 加古川東理数科の最も誇るべき取り組みだと個人

的に考えています。この取り組みは他のものとは

学べることもその質も全く違います。大変ですが

楽しむことができれば有意義に過ごせます。

●

■英語による課題研究発表会

課題研究Iで行ったプレゼンを英語で行います。

私たちはCOVID-19の影響で活動が最小限になっ

てしまいましたが、原稿を英訳するときは日本

語訳のまま訳したり、ソフトを用いるよりも普

通にやった方が普通に早いです。

自分はこれがしたくて理数科を目指したところ

もあったから、とても楽しかったし、とても成

長を感じることができた。

●

●

数 学

物 理

物 理

化 学

化 学

生 物

校外に飛び出し様々なプロジェクトに挑戦

日本地学オリンピック銀賞受賞

“地学オリンピックの本選では、
全国から集まった地学好きが合宿
形式で競い合います。好きなこと
を語り合って刺激を受け、大会後
も連絡し合う友人ができます。”

ニュージーランドにある
インクルーシブ教育先進校へ留学

アメリカのボストンへ留学し
自己肯定感の国際比較を研究

Check!

大学が主催する研究プログラム
京都大学ELCAS 大阪大学SEEDS 神戸大学ROOT

科学オリンピック
（数学・物理・化学・生物・地学・情報・地理）

トビタテ！留学JAPAN

ELCASプレゼンテーション賞受賞

“ELCASでは全国から集まった科
学好きな高校生と共にグループを
組んで実習します。京大の研究施
設を利用して最先端の研究を体験
することができて刺激的です。”

物 理

●

空間科学

自分たちで考え、実験していくのは人生で初めて

の経験で、どうしたらいいか分からない時もあっ

たし論文等で忙しい時もあったけど楽しかった。



これまでに学んだ論文の書き方、データの扱い方、

見せ方など全てを使って読んだ人に伝わる論文を

書くように心がけた。今回は担当を分けて一部分

のみを作成したが、今後大学などで論文を書くた

めの良い練習になったと思う。

●

■ SSH生徒研究発表会■課題研究Ⅱ

■国内での研究発表

私はただ理系に進むとだけ決めて理数科に
入ったのですが、理系と一口に言っても様々
な分野があるので、それで進路選択が終わる
わけでは当然ありません。その中から自分がどの分野に進みた
いのかを見極めることはとても難しいことでした。理数科では
その活動を通して科学的なものの見方や考え方を学ぶことがで
きますし、様々な科学分野に触れ、科学の研究が実際どのよう
に進められているかを感じ体験することができます。こういっ
た経験は、進路選択の時に将来実際に研究に携わる自分をイ
メージする上で大きな助けになりました。
私は現在大学の3年生なのですが、理数科で積んだ経験が今

の大学生活で役立っていると感じることは多くあります。私は
人前で話すのが得意でなかったのですが、理数科でたくさん経
験を積んだことで不得意ながらも気負わず安心して話すことが
できるようになりました。大学1年生の時にも既に英語でプレ
ゼンテーションをする機会がありましたが、場馴れしているか
らか楽にプレゼンをできたように思います。ここでの経験はこ
れからも様々な場所で生きてくるように思っています。

日浦直紀 東京大学工学部３回生

平成30年度理数科卒業生 滝野中学校出身

研究の成果

■海外での研究発表

シビアな評価をいただくこともあるけど、外部の

人から面白かったと言ってもらえるのはすごくモ

チベーションになるし、アドバイスがきっかけで

内容が飛躍的に向上することが多くあるので、ぜ

ひ行くと良いと思います。

●

加古川東ティーチングアシスタント

Check!

卒業生が、大学・大学院での経験をもとに母校
で探究活動やSTEAM教育などを指導する。先輩
たちと直接話し合うことで、大学進学後の学び
にどうつながるのか理解することができます。



理数科の進路実績

科学に興味がある人！

身の回りの事象や問題について

自分でじっくり考えるのが好き

な人！理数科にはそんなあなたに

ぴったりの環境がそろっています。

私が伝えたい理数科の最大の魅力は、なんと

いっても本校理数科独自の取り組みの数々です。

１年次の「科学を考える」の授業では、多角的な

視点から論理を組み立てるプロセスを学びます。

２年次の課題研究では、仲間と協力して思考を深

め、自分の興味を１年間とことん追究することが

できます。そして、理数英語プレゼンの授業で

培った英語力を生かし、海外の生徒や先生との交

流を通して国際的な視野を広げることができます。

また、研修の機会も豊富で、科学への興味を広げ

ることに役立ちます。

理数科での取り組みだけでなく、理数科のつな

がりから得られるものも大きいです。多くのクラ

スメイトが学習と部活と課題研究を両立しており、

私も個性的な仲間から日々刺激を受けています。

課題研究や進路についての理数科の先輩からのア

ドバイスは非常に心強いです。

理数科での経験は一生ものの財産になること間違

いなしです。あなたも理数科で仲間と共に学び、

たくさんの挑戦をしてみませんか。

在校生の声

野濵奈佳
平成31年度理数科入学生
大久保北中学校出身

交通アクセス

兵庫県立加古川東高等学校
〒675-0039  兵庫県加古川市加古川町粟津232-2
TEL：079-424-2726 ／ FAX：079-424-5777
http://www.hyogo-c.ed.jp/^kakogawahigashi-hs

◆地図は加古川駅までの通学時間帯の所要時間（分）
◆最寄りのＪＲ加古川駅は新快速停車駅
◆ＪＲ加古川駅から徒歩８分

新しい取り組み

■ ICTを活用した教育

■理数科は全県から進学できます

※ 数字は進学者数（人）

理数科全員が個人用ＰＣを活用 最新のＩＣＴツールを使って国内外の高校生と交流

理数科卒業生の大学進学後は？
ー卒業生アンケート結果ー

多様な就職先で活躍（大学・研究所・
民間企業・官公庁・病院など）

学会発表や論文執筆など大学・大学院
で積極的に研究活動

海外大学・大学院への留学・進学

文系学部進学者も理数科での学びが
役に立っている


