基礎枠
SS 課題研究
高校 1 学年（SS 課題研究Ⅰ）
課題研究を効果的に実施するためには，課題意識を持ち，テーマを決め，リサーチクエスチョンとそれに対応する仮説を
設定し，仮説の正しさを証明する検証実験を行う手順をとる必要があります。この作業全体を「研究計画」として，高校１
年生で指導することとします。
●４月～７月 指定課題研究（４月・５月は在宅学習および分散登校期間）
研究テーマを指定し，同一テーマについて課題研究のスタイルで研究します。これにより，生徒は，通常の授業で行う実
験のイメージを改め，研究のための実験について理解することができます。
●８月～３月 個別課題研究
課題意識と，その解決のためのテーマを決め，リサーチクエスチョンと仮説を設定し，研究設定を行います。さらに，仮
説を検証するための検証実験の計画を立てます。以上をここでは「研究計画」と名付け，各生徒が自身の興味関心に基づい
た課題解決を図るための「研究計画」を立て，それをクラス内でビデオスライド形式およびポスター形式の発表をおこな
い，成果を確認します。3 月に SSDayⅣにてポスター発表，生徒アンケートを実施します。
高校 2 学年理系（SS 課題研究Ⅱ）
課題研究の内容を高めるためには，適切な研究計画に基づく実験・観察を行い，得られた結果を適正な処理のもとに，ま
とめ検討することが必要です。この作業全体を「実験とまとめ」として，高 2 学年で指導することとしました。これにより
課題研究の研究活動を効果的に取り組むことができると考えます。
●４月～６月 研究課題の設定（４月・５月は在宅学習および分散登校期間）
個別課題研究を実施のため，研究テーマ提案，研究グループ編成（教員 2 名に対して 10～12 名）
，研究課題の検討，設定，
実験計画を立てます。SS 課題研究Ⅰでの経験を活かし，研究課題（リサーチクエスチョン）を設定します。
●７月～１２月 研究の本格稼動
予備実験，実験・調査を実施します。12 月の SSDayⅢで研究の進捗報告を行い，専門家や他の生徒と議論します。
●１月～３月 研究の継続とまとめ
3 月の SSDayⅣで研究成果報告を同じくポスター発表形式でおこない，その発表資料について評価を行います。SSDay
Ⅲをふまえて実験調査を継続します。
研究発表タイトル一覧
カーブを曲がる時の体の軸や頭の位置，骨盤の向きや遠心力に負けず
に速く曲がる角度とは
水中でできる指のしわについて

VR ゴーグルを着用した時に一部の人が「3D 酔い」を起こしたり，転
倒したりする現象について
音楽と筋肉の関係性

ダイラタンシーを用いた衝撃吸収について

台風の被害の大きさと台風の特徴の関係性

スポーツ選手にとってパフォーマンスを向上させるために聴くとよい
音楽の種類とは何か
カメムシが嫌うものについて

筋肉と体脂肪での，重さ，見ためはどのくらい違うのか

流行と人の感情の関係性

どうすれば夢を見ることができるのか

冷却と体温の関わりについて

生活排水の削減

画質とデータ通信量

蛍光について

ビスマス結晶について

市販のみかんの糖度を上げる

濃縮還元の果汁が使用されていない果汁入り清涼飲料水に含まれてい
る水の量，加えられている香料及び人工甘味料等の添加物について

ダイラタンシー現象を起こす物質や混合物の比率が違うと，結果とし
て出てくる圧力をかけたときなどでの差異について

音について

アルコールでの殺菌について

迷惑にならないおならについて

夜の死亡事故件数がなぜ昼よりも多いのか

炎色反応について

結晶について（ミョウバン）

シャボン玉について

高 3 学年 SS コース（SS 課題研究）
高校３年生 SS コースでは，１年生，２年生の学習を積み上げ，課題研究を「総合的に取組む」授業として実施しました。
自ら課題を見つけ，解決し，その成果を社会に反映させる素養を身に付けることができます。また，科学コミュニケーショ
ン能力を育むことは，現代では研究開発活動を推進するために必要な研究者・技術者としてのスキルであるため，科学コミ
ュニケーション活動も実施します。
研究発表タイトル（一部）
現実環境と VR 環境における時間評価の差

日光が次亜塩素酸水の劣化に与える影響

酸性ハンドソープと塩基性ハンドソープの洗浄力

色覚診断アプリおよび肉眼での画用紙の色認識の差異

可塑剤と研磨剤の割合と自作消しゴムの性質の研究

音楽の有無によるクレペリン検査の結果への影響について

紙飛行機の射出方法と飛行距離の関係

ビーツの色素から水性インクを作る方法

けん玉の基本技「もしかめ」を長時間続けるために最適なテンポの研

ビタミン C のリポソーム化における熱処理法と超音波処理法間の残

究

存ビタミン C 量の比較

自作２足歩行ロボットの斜面降下における角度，降下速度および安定

反発インソールの使用が走る速さに与える影響の研究

性
トウモロコシの茎の繊維を用いた紙づくりの方法と性質の研究
サツマイモのレンジでの加熱時間や温度による糖度の違い

外部刺激による植物内部の微小電流の変化の研究
藻土を用いた吸水性のあるアスファルトの開発

●SSDayⅡサテライトセッション 10 月 30 日（金）
本校の課題研究活動の大黒柱である，高校 3 学年 SS コースの課題研究にとって中間成果発表の
位置づけであったが，生徒自身がテーマを見出して研究を進める生活を，後輩の高校 2 学年生徒
に魅力的に伝えることができました。高 3 学年で進学指導の異なる一般受験コースと立命館コー
スに分かれるため，高 2 学年の秋は大きな進路選択の時機となります。高 3 学年の課題研究への
取り組みは，これらのコース選択のための大きな判断材料となるため，いずれの発表も興味関心を
持って聴講していました。また，高 2 学年生徒も，自分達の課題研究（グループ研究）の中間発表
を行い，先輩や大学の先生方から課題の掘り下げ方などについて助言を受け，年度末の最終発表に向けて研究の進め方を
再考することができました。

●SSDayⅢ 2 月 5 日（金）
前年度までは，高校 3 年 SS コース生徒の研究活動は個人研究とグループ研究が混在してい
ましたが，今年度からは全員個人研究とし，生徒自らがテーマを設定し，教員は研究のサポ
ートに徹するよう指針を修正しました。その結果，生徒自身の言葉による成果発表（ポスタ
ー，論文）の充実度が高まり，カリキュラムとしての課題研究指導の適切な在り方が示唆さ
れました。さらに高校 2 年理系生徒，特に次年度も研究を継続する生徒達に対して，聴講だ
けでなく研究訪問と先輩諸氏との座談会を設定することで，自らの課題研究Ⅱの深化と，来
るべき研究生活へのモチベーション向上を図ることができました。ポスター発表を行う形式
に改めました。一層の課題研究の研究内容の向上につながると，生徒および助言者より好評価を得ることができました。

科学実験
「物理」
「化学」
「生物」
「地学」の領域，もしくは，これらの 2 領域以上に関わった学際的な科学に関するテーマについ
て講義と実験を行いました。これにより，学問領域にこだわらず，複数の学問を融合的にとらえる力を身につけさせまし
た。
月

No

実験タイトル

概要

01

Science Journal

スマホセンサーアプリの学習（ｵﾝﾗｲﾝ授業）

02

Science Journal の応用

センサーアプリの応用例を考案し，研究実践（ｵﾝﾗｲﾝ授業）

03

スマホ振り子計画

センサーアプリを利用した振り子の周期研究（ｵﾝﾗｲﾝ授業）

04

スマホ振り子実験研究

センサーアプリを利用した振り子の周期研究（ｵﾝﾗｲﾝ授業）

05

スマホ振り子実験研究

センサーアプリを利用した振り子の周期研究（ｵﾝﾗｲﾝ授業）

06

コロイド

各種コロイド溶液の調製と性質の調査

07

アルカリ金属／アルカリ土類金属

ナトリウムとカルシウムの各種化合物の反応の比較

08

光の科学

CD-R を分解して自作する分光器を用いて光の成分について考察

09

二段階滴定

炭酸ナトリウムの二段階滴定と滴定曲線の作成

10

銅の旅

単体の銅から各種化合物の合成，分解と辿る

11

電子回路

電子メロディを利用して各種電池回路を作る

12

紫外線

太陽紫外線強度を電圧で測る

13

電池

アルミホイルと木炭の電池を制作し，性質の比較

14

反応速度と緩衝液

時計反応による反応速度の性質の観察

15

物体の変形

高温水蒸気による木材の変形実験

16

藻類の観察

藻類の観察

17

電気分解

様々な水溶液の電気分解と，電圧・溶質・電解生成物の関係

18

糖類の性質

還元糖に特有な反応と，アミラーゼによる分解実験

19

熱気球

熱気球を利用した浮力，アルキメデスの原理の考察

20

過冷却

過冷却水を作り，凝固点と状態変化における熱の出入りを考察

21

コンデンサー

コンデンサーを作り，電子回路と電気エネルギーについて考察

22

金属イオンの推定

未知の金属イオンの同定

物理，化学，生物，地学領域の，通常の授業で行えなかった実験，教科書では扱っていない実験などを行い，自然現象に
ついての幅広い学習ができました。
実験ごとに必ずレポート提出を義務付け，
学習内容の定着と記述力の向上に努めました。
担当教員４人がそれぞれ実験を考案し，同時展開で少人数ごとの指導をする授業体制を構築できたことで，生徒の興味・関
心を高めるだけでなく，様々な実験操作・機器操作について深く習得させることができました。
生徒の参加意欲が非常に高い遠隔授業は，講師都合のため今年度は実施できませんでしたが，このような形での特別講義
の実績は本校教員によるオンライン講義に大いに生かされました。

Science Awareness
身の回りの生活や自然の事象について，人類社会との関わりを具体的な事例にもとづいて理解し，国際的な協働を含む活
動を通して，多様な価値観の中で自らの考えをもって課題を科学的に解決する能力と態度を養うことを目的としました。高
校２年生の６クラスにて実施しました。
Unit

教員

①

国語科

②

理科

③

技術家庭科

④

外国語科

⑤

地歴公民科

内容
おもちゃから考えるジェンダー
疑似科学を創る
フェアトレード商品の開発
Future Technology
歴史から学び，活用する

評価方法
PowerPoint による課題
内容を３段階で評価
レポート
文章の論理性について 3 段階で評価
PowerPoint による課題
内容を３段階で評価
Assessment includes content, delivery and vocabulary usage.
毎授業でのミニレポート。
内容で３段階評価。

（例１）
「疑似科学を創る」
（一部）
回

主題

内容

1

疑似科学とはなにか

まずは疑似科学とは何かを知り，疑似科学と言われているものにどんなものがあるかを調べる。

2

疑似科学を否定する

疑似科学に対して，理論の間違い，矛盾点，根拠薄弱な点などを指摘する。

3

疑似科学否定派に反論する

疑似科学否定派の主張を吟味し否定派に対して反論する。

（例２）
「フェアトレード商品の開発」
（一部）
回
1
2
3

主題

内容

世界の物流の現状

「世界で一番貧しい大統領のスピーチ」を聞き，世界の国の現状や消費問題を考える。フェアトレー

フェアトレードの理解

ドとは何かを理解する。

フェアトレード商品開発内容を調

既存のフェアトレード商品を選び，価格から生産地の現状，フェアトレード商品を購入するメリット

べ，まとめる

などを調べまとめる

フェアトレード商品開発をまとめる

PowerPoint を用いて，自分の考えるフェアトレード商品開発の内容をまとめる

Science English
Science English Ⅰ
様々な理科的分野に関わる英文を読み（input）その内容を理解・要約・分析したうえで（intake）それを英語で発表し
ます（output）
。理科の授業で取り組む内容について，パワーポイント制作しリハーサルを重ねた後に発表します。上記目
標を達成するために必要な英語スキルを身に着け，授業における様々な言語活動（Show & Tell， Speech，Skits，Micro
Presentation，etc.）を通して，それらのスキル向上を図ります。
月
４～６

単元

内容（TOEFL の対策は年間を通して行う）

TOEFL 対策

立命館大学の内部進学に必要な TOEFL-ITP の対策。

レポートとインタビュー

英語の本について，レポートを書いたり，インタビューしたりする。
「話す力」
「読む力」
「書く力」を鍛える。

７～９

レポートとインタビュー

英語の本について，レポートを書いたり，インタビューしたりする。
「話す力」
「読む力」
「書く力」を鍛える。

10～12

RitsTalk

生徒たちは一人で RitsTalk を行う。自分でテーマを選び，アイディアをまとめ，スクリプトを作
成し，授業で発表する。想像力を鍛える。

１～３

レポート

英語の本について，レポートを書く。

スピーキングテスト

「話す力」
「読む力」
「書く力」を鍛える。
英検に基づくスピーキングテストを行う。

Science English Ⅱ
Science English II aims to foster in the students a positive attitude towards communication in foreign
language. The goal for the subject is: (1) to improve students' ability to express themselves in a foreign
language; (2) to develop students' comprehension abilities; (3) to develop students' abilities to organize,
present and discuss their own ideas.
今年度のＳＥⅡでは，TOEFL 対策も視野に入れて上記に記載したコース目標を設定しました。TOEFL 試験では，特にリス
ニング・リーディングセクションで理系の内容が出題されることがあり，SEⅡの指導内容とリンクする部分が多いためで
す。そのため年間指導計画の半分は，理系のトピックを導入したプレゼンテーションを行うこととしました。TOEFL 対策の
ためだけではなく，プレゼンテーション能力の根幹とも言える語彙数増加も目的としたイディオムテストも行うこととしま
した。それと同時に様々な表現のフレーズを練習しスピーキングテストを行うことでその定着を目指す活動も導入しまし
た。年間指導計画の他の半分は，表現の幅を広げるために理系のテーマに限定されることなく設定しました。プレゼンテー
ション発表に関しては，
「準備→練習→発表」というサイクルで展開し，Show and Tell，Debating など様々な手法を取り
入れました。

国際共同研究
シンガポール Online 交流プログラム
期間：2020 年 12 月 11 日（金）～2021 年 3 月
参加者：本校生徒 6 名，NJC 生徒 6 名
National Junior College (NJC)と立命館慶祥高校の国際共同課題研究に取り組みました。同時に，NJC と立命館高校で
も共同課題研究も進められています。今年度は COVID-19 拡大防止対策のため，互いの訪問は見送りになり，完全オンライ
ンでの対話による共同研究活動となりました。シンガポールとの共同課題研究では，本校と NJC の生徒それぞれ 3 名ずつ計
6 名の研究グループをつくり，
「エアロゾル」
「バイオスティミュラント」のテーマに分かれて研究に臨みました。12 月 11
日に Google Meet を使った最初のビデオ会議を開き，親睦を深めたのち，それぞれの研究グループに分かれ，各々のテーマ
における問題点や疑問点を出し合い，自分たちの研究課題を設定する議論を行いました。ビデオ会議も生徒主体的にコミュ
ニケーションを図り，実験計画を立て，実験を遂行させました。
タイ Online 交流プログラム
期 間：2020 年 11 月～2022 年 3 月
今年度は２つの研究グループが，LINE で研究計画をディスカッ
ションしながら予備実験や準備を進めてきました。各学校で進め
られている正課の課題研究で生徒が実践している研究をもとに，
共同研究としてふさわしいテーマを提起する手法をとりました。
本来の総合訪問のプログラムが実践できれば，テーマ議論の段階
で生徒間の議論や思考作業は前回より深いものとなり，共同作業
の充実感は増したと考えられます。参加生徒にとっては他のグル
ープの研究についてもテクニカルターム等も時間をかけて知る機
会が生まれ，タイ生徒，日本生徒ともに英語での議論の充実度が
向上することは既に明らかになっています。
なお，共同研究活動の他にも，Zoom や Google Meeting を利用した，各校教員による特別授業や，文化紹介を実践するこ
とで，参加生徒の研究“生活”へのモチベーションを高めた点や，タイ教員と慶祥教員が合同で英語の授業を開講した点
は，生徒の英語運用能力向上に大きく寄与しました。
＜今年度研究テーマ＞
・Optimal Pretreatment of Rice Bran and Use of Plasticizer for Making Flexible Bioplastic
・Study of Properties of Repeatedly Heated Oil

国際会議への参加
研修先：Thai-Japan Student Science Fair 2020 in Trang との WEB 接続による
参加者：本校生徒 6 名（指導教員 1 名）
期 間：2020 年 2 月 24 日（水）～2 月 25 日（木） 2 日間
月日

実施内容

2020 年 2 月～12 月 各グループにおける研究活動，国際共同課題研究の推進
2021 年 2 月 24 日

Zoom および Google Meeting による基調講演聴講，課題研究発表聴講

2021 年 2 月 25 日

Zoom および Google Meeting による各グループの研究発表（オーラルプレゼン
テーション）
，課題研究発表聴講

本校からは，高校３年 SS コース（SS 課題研究Ⅲ履修者）から１名，高校２年理系コース（SS 課題研究Ⅱ履修者）から２
名，またタイとの国際共同課題研究参加者３名の，計６名が発表した。
＜タイトル＞・Changes in Plant Respiratory Volume Due to Sound（SS 課題研究Ⅲ）
・The Inhibition of Active Behavior of Menida Disjecta（SS 課題研究Ⅱ）
・Study of Sound Quality from Bamboo Instrument（タイとの国際共同課題研究）

参加した生徒は，自分の考えを論理立てて伝える力，新たな課題を見つける力，それに加え，将来国際舞台で活躍するた
めの資質である協働の姿勢と大きな夢を獲得させることに結びつくと考えます。また，科学に対する広い知見と海外生徒と
のネットワークが築くことができました。Zoom や LINE を利用した遠隔地における課題研究のメソッドは着実な成果を上げ
ており，外部講師や大学教員による論文添削など，双方の学校にとっても，より高い成果を目指す試金石の取り組みが進め
られました。

ノーザンカンファレンス
2020 年のテーマを「30 年後のエネルギー選択：北海道に着目して」とし，環境，経済，政策，科学技術などが複雑に絡
む国際的な問題であるエネルギー選択の問題を，高校生にとって比較的身近な問題として捉えやすい地域性に着目して議論
しました。高校生同士の議論を活動の主旨として，専門家からの情報収得，コンピュータを使ったエネルギー選択シミュレ
ーションを通して，生徒は課題とそれに対する解決策を提案しました。完全オンラインで実施した。生徒同士の討議は，
Zoom ミーティングルームを活用し，Google スライド等の Cloud 共有機能を使い，生徒同士で議論しながら考えを書き込
み，提案資料を作成しました。
専門家の講義・討論

11 月 07 日(土) 13:30-17:20

高校生同士のグループワーク

11 月 28 日(土) 13:30-16:40 29 日(日) 10:00-17:00

提案発表・生徒同士の討論
12 月 12 日(土) 13:30-17:00
外部講師 柳下正治(一般社団法人環境政策対話研究所) 他 13 名
参加生徒 合計 38 名
立命館慶祥高等学校 (21 名)
<北海道> 札幌日本大学高等学校，札幌新陽高等学校（8 名）
<栃木県> 佐野日本大学高等学校
<福島県> 県立福島高等学校
<東京都> 都立西高等学校
<京都府> 立命館宇治高等学校（9 名）
生徒の意識調査から，多くの生徒が本企画を通してエネルギー問題への関心を強めることができ，学校の授業や報道から
では得られなかった多くの気づきを得ることができました。また，同じ高校生でも，住んでいる地域や学校の違いによっ
て，考え方やこだわりが異なること，そのなかで妥当な結論を導き出す難しさを実感し，一定のスキルを得ることができた
と感じていることが分かりました。また，事前の学習の機会を設けることが挙げられます。通常授業などで，エネルギー問
題や環境問題を取り上げ，基礎的な知識を身につけつつ，本企画に向けた専門的な知識を早い段階で身につけさせる取組が
必要であると考えます。

自然科学部
自然科学部での活動では，興味のある自然現象や科学を活用した技術について主体的に研究する経験をとおして，自ら課
題を見つけそれを解決する能力を育てることができます。グループ内での研究や他のグループとの協同による研究，後輩へ
の指導などの機会を設けることで，協同による科学技術の研究や開発を推進する体験をさせることができます。コミュニケ
ーション能力を身につけるとともに，目的達成のための協力性とリーダーシップ性を身につけることができると考えていま
す。本年度は COVID-19 拡大予防対策のための在宅学習期間の影響により研究活動の開始が大幅に遅れ，多くの生徒が研究
発表を見送ることになりました。研究発表は，数年にわたる積み重ねの研究があり，他方，多様なテーマに取り組んでいる
部員もおり，厚みと広がりがあります。
班

活動目的
物理に関した現象の解明と科学
技術の開発を行い，この活動を
とおして科学技術の研究を進め
能力を養う

部員
3 年生 2 名
2 年生 1 名
1 年生 9 名
計 12 名

生物班

生物に関する研究を主軸とし，
フィールド調査およびラボ分析
の双方を融合させる

3 年生 5 名
2 年生 3 名
1 年生 3 名
計 11 名

地学班

地学の事象について，実地調査
や観察を含む探求的な活動をと
おして，自然科学の課題解決能
力を養う

3 年生 2 名
計2 名

中学

実験，観察，実習などの体験活
動をとおして，理科への興味関
心を高め，自然観を育む

3 年生 23 名
2 年生 24 名
1 年生 42 名
計 89 名

物理班

活動内容
・地上観測衛星の開発（缶サット）
・地学的景観の科学的解明（美瑛川「青い池」
）
・圧電素子を使った生卵とゆで卵の判別法
・物理チャレンジへの挑戦
・鳥類の嘴峰長と食性の関係
・ゴキブリの単為生殖の条件検討
・シシャモの遡上数に対する地震の影響
・エゾサンショウウオにおける低温条件下のネオテニーの研究
・ワラジムシの研究（課題検討中）
・デバスズメダイの性転換
・日本生物学オリンピックへの挑戦
・アンモナイトの螺環を用いた体系的な同定の確立
・アンモナイトの 3D モデルを使用した人工知能による自動同定
・アンモナイト Cobbanoceras 属の再分類
・日本地学オリンピックへの挑戦
・ペットボトルロケットやロボットの研究
・火薬ロケット
・レゴロボット
・プログラミング
・ウユニ塩湖の再現
・シロツメクサの発生要因 ・土壌と雑草の生え方の関係
・メダカの品種改良

各種活動
〈発表〉
大会名

日時・場所

令和2年度スーパーサイエンスハ

2020 年8 月7 日～28 日

イスクール生徒研究発表会
第 44 回全国高等学校総合文化祭

参加生徒
部活動１名

オンライン
2020 年7 月 31 日～
10 月 31 日
オンライン

発表タイトル
3D モデルによる人工知能を用いた

賞
－

アンモナイトの分類
部活動 1 名

アンモナイトの螺管形状の新しい

-

定量法～アンモナイト分類への応
用～

令和２年度 HOKKAIDO サイエン

2021 年 1 月 30 日～

SS 課題研究 III 2 名

可塑剤と研磨剤の割合と自作消し

スフェスティバル

2 月 12 日 You Tube

ゴムの性質の研究

オンライン開催

サツマイモのレンジでの加熱時間

-

-

や温度による糖度の違い
立命館大学理工学部・生命科学

2021 年2 月 20 日

部附属校課題研究アワード

立命館大学びわこくさ

SS 課題研究 III 3 名

植物の延命時間と与える水溶液の
含有イオンおよび pH との関係

つキャンパスをホスト

可塑剤と研磨剤の割合と自作消し

とするオンライン開催

ゴムの性質の研究
サツマイモのレンジでの加熱時間

理工学部賞

や温度による糖度の違い
Thai-Japan Student Science
Fair 2020 in Trang Online

2021 年2 月 24 日～
25 日
オンライン開催

SS 課題研究 II 2 名
SS 課題研究 III 1 名
国際共同課題研究 2 名

Hokkaido International
Science

2021 年3 月 12 日
オンライン開催

国際共同課題研究 3 名
SS 課題研究 II 2 名
国際共同課題研究 2 名

第 68 回日本生態学会大会

2021 年3 月 20 日
オンライン開催

部活動 1 名

The Inhibition of Active
Behavior of Menida Disjecta
Changes in Plant Respiratory
Volume Due to Sound
Study of Sound Quality from
Bamboo Instrument
The Study of Sound Produced
from Bamboo tube
Inhibition of Active Behavior
of Stink Bugs
Optimal Pretreatment of Rice
Bran and Use of Plasticizer for
Making Flexible Bioplastic
鵡川のシシャモ降海仔魚数におけ
る北海道胆振東部地震による影響

〈チャレンジ〉
大会名
令和2 年度
科学の甲子園北海道大会ジュニア
北海道チャレンジ

日時・場所
2020 年 10 月 23 日

第 39 回北海道高等学校 数学コン 2021 年1 月 11 日
テスト
立命館慶祥高等学校

参加生徒

内容

中学生 3 名

科学問題

高校 40 名

数学

賞

8 名入賞

〈科学オリンピック〉
大会名
物理チャレンジ 2020

ステージ
第 1 チャレンジ

日時
2020 年7 月 12 日

参加生徒

結果

2名

－

1名

－

オンライン
日本生物学オリンピック 2020

代替試験１次

2020 年 11 月 1 日
オンライン

化学グランプリ 2020

1 次選考

2020 年 10 月 25 日

1名

1 次予選通過

2名

-

2名

1 名 B ランク

オンライン
地学オリンピック 2020

1 次選考

2020 年 12 月 20 日
オンライン

数学オリンピック 2020

1 次予選

2021 年1 月 11 日
オンライン

