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SSHとは？
　文部科学省によって指定される，より先進的な理数教育を行う高等学校です。本校では，2012年度に採択され，「人，世
界，未来をつなぐ科学技術関係で活躍する人を育む高校教育」に取り組んでいます。

立命館慶祥の取り組み

高校１学年　全クラス
　理科を始め，国語などの素材を科学的視
点で学び，文系，理系問わず科学的思考力
を養います。
現代科学Ⅰ
　・基礎課題研究 
　・科学授業
　・SSDayⅠ
　・サイエンスチャージ（出前授業）

高校２学年　理系
　理系に進む生徒に向け，本格的な科学教
育を目的として研究室訪問や特別授業で先
端科学を学びます。
現代科学Ⅱ
　・発展課題研究（研究室訪問【SP】，
　　指定・個別課題研究【一般】）
　・科学授業　・SSDayⅡ　
Science EnglishⅠ…科学を素材にした英
語での発表や会話，討論の学習を行います。
　・英語フェスティバル発表

高校3学年　SSコース
　これまでの授業を踏まえ，より発展的で大学
生のレベルに近い内容を取り扱い，科学の力
を養います。
科学実験
SS研究Ⅰ・Ⅱ
　・SS課題研究　・論文作成，発表会準備
　・科学コミュニケーション　・文献検討
Science EnglishⅡ
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　立命館慶祥では自然科学部をおき，高校では物理班，化学班，生物班，数学班に分かれて活動しています。2012年度から
SSHの指定を受けたことを機会に，それまで同好会だった物理班，生物班が部に昇格し，中学部活動が誕生しました。少しずつ
実績を積み重ね，化学班，今年度から数学班が加わりよりサイエンスを探究する部活動として発展しています。

●研究発表・協議会

それぞれの分野で学会や研究大会に参加し，学校内で実験するだけでなく，他校や研究者と交流する機会を持つようにしてい
ます。

●立命祭
　7月15，16日に行われた立命祭で，自然科学部はそれぞれの分野に分かれて発表を行い，
主に小学生と交流しながら来校者の方 に々科学のおもしろさを伝えていました。
物理班：エアホッケーやモデルロケットの打ち上げ体験
生物班：ポスター発表，標本・飼育生物の展示
中　学：ポスター発表（像の歯磨き粉），標本・飼育生物の展示

●国際生物学オリンピック　銀賞！
　世界中から生物学の秀才高校生が一堂に会してその知識と実験技術を競う国際生物学
オリンピックに今年度，日本から慶祥高校２年の中桐悠一郎君を含む4名の高校生が参加し
ました。
　中桐君は「日本生物学オリンピック2015」で行われた予選で3433名の中の10名に選ばれ，
「国際生物学オリンピック」日本代表候補者として東京大学で開催された日本生物学オリン
ピック2015冬期特別セミナーに参加しました。そして，3月に行われた日本代表選抜試験に挑
み，見事，日本代表4名の一人に選ばれました。その後も立命館慶祥の自然科学部に所属し
て活動し，たくさんの実験をこなして生物学の実験に基づいた研究課題を追求したり，北海道大学の協力の下，直接大学の先
生から指導を受けたりと，国際生物学オリンピックに向けて準備を進めてきました。
　そして，7月にベトナムのハノイで行われた国際生物学オリンピックでは，見事銀メダルを獲得しました。

●全国物理コンテスト（物理オリンピック予選）　2次予選（全国大会）進出
　物理学オリンピックに高校2年生の岡本正太郎君と斉藤歩夢君が出場し，1次予選を通過，2次予選 （全国大会）に進出しま
した。全国大会へは1851人の中から100人が選抜されています。
　二人は5月～6月にかけて放課後の物理室でこつこつと実験に取り組み，レポートを作成していました。2次予選は8月19日（金）
～22日 （月）の期間，東京理科大学でさらに物理の実験と理論の課題に取り組みました。

自然科学部

科学オリンピック
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物理チャレンジ2016　第1チャレンジ（理論）（物理オリンピック1次予選）
日本生物学オリンピック予選
2016年度スペースブローブ技術発表会（赤平）
平成28年度SSH生徒研究発表会（神戸）
夏期合宿〔ロケット研究，流星観測〕（慶祥）
ロケット甲子園（秋田）　2位
第8回マスフェスタ（京都）
日本動物学会北海道支部大会（旭川）
2016年度スペースブローブコンテスト（赤平）

北海道高等学校文化連盟第55回全道高等学校理科研究発表大会（滝川）

日付 分野 大会行事

SSDayⅠ

SSH講演会　（秋の講演会）

SSDayⅡ※２

SSDayⅢ※３

サイエンスフェスティバル
英語フェスティバル発表（ＳＥⅠ）

基礎
課題研究

基礎
課題研究 SS課題

研究※３

基礎
課題研究　発表会

サイエンスチャージ　
（現代科学Ⅰ・Ⅱ）

発展課題
研究
研究室
訪問Ⅰ Ⅱ※1

発展課題
研究
指定※2

発展課題研究
個別※２

SS課題研究

研究計画

研究紹介

校内発表会

高２学年について
※１　SPのみ
※２　一般のみ
※３　SS選択者



SS研究（高３ SSクラス対象・年間を通して活動）

　物理，化学，生物，地学の括り（くくり）にこだわらず，科学法則の発見当時の手法を学んだり，SS課題研究の理解に役立つ現
象について実験します。また，新たな教育環境を取り入れた取り組をしています。
●総合実験…物理，化学，生物，地学，工学などを対象に，これらの領域にまたがった科学実験や実習
　　　　　　計時，重力測定，染色体，ウニの発生，地球計測，ロケット製作打ち上げ，電子回路　など
●遠隔授業…立命館大学情報理工学部の西浦先生，福森先生の協力をいただき3回の遠隔授業を行ないます。

科学実験（高３ SSクラス対象・年間を通して活動）

5月20日（土），高校1学年を対象に科学の世界を紹介しました。
●SSH海外研修（ハワイ，韓国）にそれぞれ参加した2，3年生が各コースについてスライドを用いて発表しました。
●北海道大学の研究者（9名）を学校にお招きし，特別授業を行っていただきました。50分完結の授業を2回行っていただき，
生徒は3時間目に1つ，4時間目に1つ，それぞれ選択し，受講しました。

　英語を用いて伝えたい内容を明確にプレゼンテーションする能力を身につけることを目的と
しています。
　5月23日（月）の1～3ｈで英語科学プレゼンテーション講座が行われました。この講座では，
NASAで毛利氏や向井氏など数々の日本人宇宙飛行士に英語によるプレゼンテーションを指
導してきたGary先生をお招きし，実践を交えた講義を行っていただきました。
　実際のプレゼンテーションを想定した英語での発表を全員が行いました。

　発展課題研究の一環として大学の研究室を訪問し，研究室で行われている研究やその手
法について理解を深め，課題を考えます。
　高校２学年理系SPクラスの生徒は6月11日，18日，25日の3日間に分かれて北海道大学の研
究室を訪問しました。６つの研究室から1つを選択し，約２時間程度，研究の概要や施設の説
明，実際の研究現場を見せてもらいました。
　苫小牧演習林は7月29日に訪問し，前日には事前学習（森林の生物多様性について）を実
施しました。事前学習と研究林訪問には立命館高校の3名も来校し一緒に活動を行いました。

SSDayⅠ（高１ 全クラス対象　5月実施）

Science English Ⅱ（高３ SSクラス対象　5月実施）

研究室訪問（高２ 理系SPクラス対象　6・７月実施）

朝倉政典 教授
小田　研 教授
末廣一彦 講師
永田晴紀 教授
佐田和己 教授
渡部直樹 教授
齊藤　隆 教授
小川宏人 教授
青木　茂 准教授

数学
物理
物理
物理
化学
化学
生物
生物
地学

オイラーの多面体定理
すごいぞ，超伝導～超伝導と先端科学技術～
姿を変える不思議なニュートリノ
未来を正しく展望しよう～工学とはどのような学問か～
身近にある高分子で学ぼう・遊ぼう
宇宙における分子の進化と氷微粒子の役割
自然共生社会の理想と現実（エゾシカとの共存を例に）
一寸の虫にも五分の魂～ヒトとムシの神経生物学～
海を巡る冷たい水と地球温暖化

講　師 分野 テーマ

小田　研 教授
葛西誠也 教授
渡部直樹 教授
相馬雅代 准教授
北田一博 准教授
黒岩麻里 教授
柴田英明 教授
齊藤　隆 教授
日浦　勉 教授

電子物性物理学分野
量子集積エレクトロニクス研究センター
低温科学研究所　共同研究推進部
行動神経生物学分野
行動神経生物学分野
生殖発生生物学分野

北海道大学　苫小牧演習林

研究者 研究室（組織）

物  理

化  学

生  物

地  学

スターリングエンジン
水面波とミルククラウンの関係性について
混合粉体の斜面の安定性
垂直軸型風力発電のエネルギー変換効率の向上
電波の受信の基礎研究と八木アンテナの研究
過密状態での自動車走行の移動の効率化
垂直軸型風力発電のエネルギー変換効率の向上

葡萄による布の染色
藍染の染色方法

クマムシ類の個体数の変化と生息環境
北海道域におけるウミホタル（ミオドコーパ）類の
採集・飼育，および形態観察について
磁気と交替性転向反応

身の回りの大気汚染
竜巻に下降流は存在するのか
河川の堤防決壊について
粉粒体の液状化現象の関係について調べる

分  野 課題研究テーマ

●科学コミュニケーション実習…TA（ティーチングアシスタント）
　　立命館慶祥で行われる中学オープンキャンパスやサマースクールにおいて科学実験の補助に入り，デモンストレーターを
行い，科学コミュニケーションの力を養います。始めは緊張しますが，小学生に頼られて嬉しい自分に気がつきます。
●課題研究指導
　　北海道大学CoSTEPの葛西奈津子先生，種村剛先生による研究指導を受けています。昨年は論文作成時の指導でし
たが，今年は5月20日に研究計画の指導をいただき，科学的な研究を着実に行うことを目指しています。SSコースの生徒は
先行研究や仮説の大切さを学び，ただいま研究を進めています。

SS研究Ⅰ

●SS課題研究
大学進学後の学びに有効な研究能力を養うことを目
的とし，これまでの学習を踏まえて課題研究を行いま
す。研究の高度な内容については大学教員等に助言
を依頼し，立命館大学理系学部との高大接続を図りな
がら活動しています。
生徒はリーサーチクエスチョンや仮説を設定し，実験
方法を検討して実験を行います。SS研究Ⅰの課題設
定，研究計画を生かし，1年間の課題研究を行います。
7月中旬（立命祭期間中）には研究紹介を行い，それぞ
れの研究の意義や研究方法をポスターにまとめ，来校
者に見ていただきました。
9月までに実験を終え，今後は10月以降に行われる
校内課題研究発表会や論文の作成，科学コンテストに
向けて研究を進めていきます。

SS研究Ⅱ


