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SSHとは？
　文部科学省が指定する，より先進的な理数教育を行う高等学校です．本校は2012年度に第1期が採択され，「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」に取り組んできました。2017年度に継続指定を受け，ＳＳＨ第2期
基礎枠として5年間，これまでの実績をもとに「海外トップクラス理系生徒との協働・競争と，その資質を生み出す教育システ
ムの研究開発」に取り組みます。さらに重点枠（3年間）が採択され，本校の生徒だけでなく，北海道の高校生を対象に科学
技術関係人材の育成に取り組みます。

立命館慶祥の取り組み

立命館慶祥中学校・高等学校

基礎枠
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SS課題研究Ⅱ
（検証実験・発表）

SS課題研究Ⅰ
（研究計画）

課題研究の
学校設定科目

Science Awareness
Science English Ⅰ

SSH関係の
学校設定科目

春の講演会４月
SSDayⅠ

（海外研修報告・サイエンスチャージ）

サイエンスアプローチ
（北大札幌キャンパス）

サイエンスアプローチ
（立命館大SRセンター）
（北大苫小牧研究林）

SSDayⅡ
（サイエンスチャージ） 数理科学チャレンジ

サマーキャンプ
SSHシンガポール（NJC）海外研修（国際共同課題研究NJC訪問）

SSH講演会（秋の講演会（中学））
科学技術関係発表（理系女子・日本学生科学賞・ＪＳＳＦなど）

SSDayⅢ
（高３SS課題研究の成果発表会）

SEⅠ英語発表
（英語フェスティバル）

校内課題研究発表会

HOKKAIDO
サイエンスフェスティバル

SSHタイ海外研修
（国際共同課題研究タイ訪問）

校内課題研究発表会 SSH科学研修
（国際共同課題研究NJC受入）

数理科学チャレンジ
ウィンターキャンプ

英語特別講演会

SSHシンガポール（SISC）海外研修
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SS研究Ⅰ･Ⅱ
（検証実験・発表）

科学実験
Science English Ⅱ

重点枠



5月実施　SSDayⅠ（高１全クラス対象）

5月22日（月）に高校１学年を対象にSSHの活動や科学の世界を紹介しました。
目的：自然科学や科学技術の先端的な研究についての講義・実験を通して科学技術への関心を高める
●SSH海外研修報告会
　２時間目にSSH海外研修として昨年度行われたシンガポール協同課題研究について生徒が発表しました。また，SSHの概要
についても説明し，今年度の取り組みや科学オリンピックについての紹介をしました。
●サイエンスチャージ
　３・４時間目に北海道大学の研究者を招いた特別授業を実施しました。物理・科学・生物・地学・
数学の５領域９講義から２講義を選択し受講しました。

5月22日（月）に高校１学年を対象にSSHの活動や科学の世界を紹介しました。
目的：自然科学や科学技術の先端的な研究についての講義・実験を通して科学技術への関心を高める
●SSH海外研修報告会
　２時間目にSSH海外研修として昨年度行われたシンガポール協同課題研究について生徒が発表しました。また，SSHの概要
についても説明し，今年度の取り組みや科学オリンピックについての紹介をしました。
●サイエンスチャージ
　３・４時間目に北海道大学の研究者を招いた特別授業を実施しました。物理・科学・生物・地学・
数学の５領域９講義から２講義を選択し受講しました。

６・７月実施　研究室訪問（高２理系一般）

６月と７月の土曜日を利用し，SS課題研究Ⅱの一環として大学の研究室や研究林を訪問しました。
目的：実際の研究現場の見学を通して，自然科学や技術について課題を見つけ，科学的な探求心を養う
●９つの研究室から１つを選択し，研究や施設の説明を受け，実際の研究現場を見せていただきました。
　研究林訪問には立命館高校（長岡京）から３名の生徒も来道し，前日の事前研修を含め一緒に活動を行いました。

６月と７月の土曜日を利用し，SS課題研究Ⅱの一環として大学の研究室や研究林を訪問しました。
目的：実際の研究現場の見学を通して，自然科学や技術について課題を見つけ，科学的な探求心を養う
●９つの研究室から１つを選択し，研究や施設の説明を受け，実際の研究現場を見せていただきました。
　研究林訪問には立命館高校（長岡京）から３名の生徒も来道し，前日の事前研修を含め一緒に活動を行いました。

講　師 研究室（組織） テーマ

朝倉政典　教　授

小田　研　教　授

永田晴紀　教　授

山形　定　助　教

渡部直樹　教　授

石垣侑祐　助　教

黒岩麻里　教　授

内海俊介　准教授

杉山　慎　教　授

北海道大学理学研究院
数学部門

北海道大学理学研究院
物理学部門

北海道大学工学研究院
機械宇宙工学部門

北海道大学工学研究院
環境創世工学部門

北海道大学低温科学研究所
雪氷新領域部門

北海道大学理学研究院
化学部門

北海道大学理学研究院
生物科学部門

北海道大学北方生物圏
フィールド科学センター

北海道大学低温科学研究所
雪氷新領域部門

フェルマー予想はいかにして解かれたか？

すごいぞ,超伝導―超伝導と先端科学技術―

未来を正しく展望しよう
―工学とはどのような学問か―

みんなで作る自然科学エネルギーの島
「アイヌモシリ・北海道」

宇宙における分子の進化と氷微粒子の役割

『色』で見る有機化学の世界
～光や電気に応答して～

私たちの性を決める遺伝学

変化する生き物・進化する生き物
～バランス・オブ・ネイチャーのひみつ～

南極氷床―地球最大の氷のかたまり―

日　時 研究者 研究室（組織）

6/10

6/17

6/24

8/25

8/19～21

青木　茂　准教授

石垣侑祐　助　教

伊藤秀臣　助　教

渡部直樹　教　授

黒岩麻里　教　授

小川宏人　教　授

小田　研　教　授

斉藤　隆　教　授

柴田英昭　教　授

日浦　勉　教　授

研修移動　教　員

南極気候システムプログラム

有機・生命化学分野

形態機能学分野

宇宙物質科学グループ

生殖発生生物学分野

行動神経生物学分野

電子物性物理学分野

北方生物圏フィールド

科学センター

（苫小牧研究林）

立命館大学SRセンター研修（BKC）



7月実施　英語特別講演会（高２・高３SSクラス対象）

７月１日（土）に高２全員と高３SSクラスを対象に英語特別講演会を行いました。
目的：英語を使用したプレゼンを題材に積極的に活用する体験的な学習をすることで，実

践的な英語のコミュニケーション能力を高める。
●講師に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頂きました。
過去２年間，高３SSコースを対象に実施してきましたが，参加生徒の評価が高く，今年
度は枠を広げて高２も対象に行いました。1，2時間目は高２・高３ＳＳがアリーナで小グ
ループに分かれて，3時間目は高３ＳＳのみ教室で少人数の個別レッスンを受けました。

７月１日（土）に高２全員と高３SSクラスを対象に英語特別講演会を行いました。
目的：英語を使用したプレゼンを題材に積極的に活用する体験的な学習をすることで，実

践的な英語のコミュニケーション能力を高める。
●講師に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頂きました。
過去２年間，高３SSコースを対象に実施してきましたが，参加生徒の評価が高く，今年
度は枠を広げて高２も対象に行いました。1，2時間目は高２・高３ＳＳがアリーナで小グ
ループに分かれて，3時間目は高３ＳＳのみ教室で少人数の個別レッスンを受けました。

SS課題研究Ⅰ・Ⅱ

　SSH第２期の指定を受け，高１学年，高２学年理系は第１期の現代科学Ⅰ・Ⅱを改め，課題研究に重点化したSS課題研究Ⅰ・Ⅱ
として活動を行います。
　SSH第２期の指定を受け，高１学年，高２学年理系は第１期の現代科学Ⅰ・Ⅱを改め，課題研究に重点化したSS課題研究Ⅰ・Ⅱ
として活動を行います。

SS研究Ⅰ・Ⅱ

　高校3年生ＳＳコースが履修します。前年度までの現代科学ⅠⅡなどの学習を元に，1年をかけて研究計画，仮設検証実験，成
果の発表と論文作成を行います。
　目的：研究計画を立て，仮説検証実験を行い，その成果をまとめ発表することをとおして，科学的な解決方法を修得する。大
　　　学進学後の学びに有効な研究能力を養う。
●SSH課題研究計画報告会
　5月25日（木）の３，４時間目に北海道大学高等教育推進機構CoSTEPの奥本素子准教授と種村剛特任助教に来校して頂
き，研究計画報告会を行いました。生徒は2年生冬から検討してきた研究計画を報告し，直接指導をしていただきました。このあ
と，9月をめどに実験を終えてまとめに取りかかり，論文作成と併せて課題研究発表会や科学コンテストなどの発表に向けて研究
を進めます。

　高校3年生ＳＳコースが履修します。前年度までの現代科学ⅠⅡなどの学習を元に，1年をかけて研究計画，仮設検証実験，成
果の発表と論文作成を行います。
　目的：研究計画を立て，仮説検証実験を行い，その成果をまとめ発表することをとおして，科学的な解決方法を修得する。大
　　　学進学後の学びに有効な研究能力を養う。
●SSH課題研究計画報告会
　5月25日（木）の３，４時間目に北海道大学高等教育推進機構CoSTEPの奥本素子准教授と種村剛特任助教に来校して頂
き，研究計画報告会を行いました。生徒は2年生冬から検討してきた研究計画を報告し，直接指導をしていただきました。このあ
と，9月をめどに実験を終えてまとめに取りかかり，論文作成と併せて課題研究発表会や科学コンテストなどの発表に向けて研究
を進めます。

SS課題研究Ⅰ　（高１学年）
目的：課題研究の研究計画を中心に，情報環境を活用した科学
的解決方法の基本を理解する

前期に指定課題研究を行います。4種類の金属から特定金属を
決定（同定）する指定課題研究に取り組みました。

後期に基礎課題研究（研究計画）を行います。自らテーマを決め
研究計画と実験計画を立てます。最後にそれを発表します。

SS課題研究Ⅱ　（高２学年理系一般）
目的：仮説検証実験を行い，その成果をまとめることを中心に，科
学的解決を行う能力を養う

前期に指定課題研究を行います。物理・化学・生物の現象を課
題として取り上げ，実験をとおして研究の流れを理解しました。

後期に実践課題研究（仮設検証実験）を行います。自らテーマを
決め研究計画を立てたのち，仮設検証実験を行い，まとめ，
発表します。

自然科学部・課外活動

立命館慶祥では学校設定科目による講義や研究の他に様 な々視点を持つことを目的として講演会や講習会を高校生・中学生
に向けて行っています。
●春の講演会　
　「『変な人』は本当にヘンなのか？」
　日時：4月22日　１～3時間目
　講師：瀬尾拡史氏　SCIEMENTのCEO・医師
　対象：高校生
●高校生のための文化講演会　
　「生きるって　すばらしい─夢，生きがい，絆が大切─」
　日時：6月26日　５～６時間目
　講師：鎌田實氏　医師／作家
　対象：高校生／中学3学年



自然科学部・課外活動

海外交流

重点枠

立命館慶祥中学校・高等学校
〒069-0832   北海道江別市西野幌640-1
TEL: 011-381-8888　 FAX: 011-381-8892　 Web: http://www.spc.ritsumei.ac.jp

　立命館慶祥中学校・高等学校にはそれぞれ自然科学部があり，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。
●発表会・大会
 ・第41回高等学校総合文化祭　自然科学部門
　日時：8月２日（水）～４日（金）．　場所：石巻市・仙台市（宮城県）
　内容：物理部門で口頭発表「美瑛川『青い池』はなぜ青白いのか」
 ・ＳＳＨ生徒研究発表会
　日時：8月９日（水），１０日（木）．　場所：神戸市（兵庫県）
　内容：ポスター発表「どこから美瑛川の水は『青い池』に変わっていくのか」
 ・ロケット甲子園
　日時：8/21（月）．　場所：能代市第３鉱さい堆積場（秋田）
　内容：モデルロケットを自作し，規定高度，滞空時間を競います。
●立命祭
　7月15日，16日の立命祭で，自然科学部はそれぞれの分野に分かれて，物理班はロケット発射体験，生物班はウグイなど飼育
生物の展示など，日頃の活動を紹介するとともに科学のおもしろさを伝えていました。
●講習会
 ・スペースプロープ講習会
　日時：7/29，8/3，8/22，９/２
　講師：寺下晴一氏（札幌電子システム代表）．　対象：高校自然科学部物理班
　内容：人工衛星による惑星探査を想定した観測機器の製作を行います。
 ・マイコンレーサー大会・講習会
　日時：講 習 会　7月19日～10月4日（全7回）　90分／回
　　　　競技大会 10月 9日（月）
　講師：寺下晴一氏（札幌電子システム代表）．　対象：中高生全学年の希望者
　内容：マイコン搭載カー「マイコンレーサー2」を用いたプログラミング講習とタイムトライアル競技

●The National Science and Technology Development Agency(NSTDA)受け入れ
　期間：4月21日　　受け入れ生徒：中学生27名
　内容：NSTDAの生徒26名が来校し，中学2年生の61名と交流しました。科学的活動を中心として，NSTDAと慶祥の生徒が

交流しながら，ビー玉を長時間転がせる「ビー玉ころがし」を作成しました。
●SSHシンガポール（SSC）海外研修　（国際科学研究発表交流会）
　期間：6月26日（月）～7月2日（日）　　参加生徒：2名
　内容：シンガポールで行われた高校生の国際科学研究発表交流会である

Singapore International Science Challenge（SISC）に参加し，英語で
のポスター発表，サイエンスワークショップなどを行いました。

●SSHシンガポール（NJC）海外研修　（国際共同課題研究　NJC訪問）
　期間：7月30日（日）～8月9日（水）　　参加生徒：3名
　内容：慶祥とNJCが交流しながら共同研究を行います。7月に慶祥がNJCを訪問

して共同研究を行いました。12月にはNJCの生徒が慶祥に来校します。

　慶祥の重点枠「北海道での国際科学教育拠点形成」が採択され，「国際科学オリンピック」と「国際共同課題研究」による国
際科学教育プログラムを慶祥と道内の高校生（科学オリンピックは中学生含む）に実施します。
●数理科学チャレンジ・サマーキャンプ　（8月26日（土），27日（日）．慶祥，北海道青少年会館）
●数理科学チャレンジ・ウィンターキャンプ　（12月2６日（火），2７日（水）（予定））
●SSH科学研修（国際共同課題研究NJC受入）　（1１月2９日（水）～12月３日（日）．慶祥生徒）
●SSHタイ海外研修（国際共同課題研究タイ訪問）　（2018年2月）


