
平成29年度北海道岩見沢農業高等学校
スーパーサイエンスハイスクール

spectrum

日 時 平成30年1月26日（金） 9:00～14:15

会 場 北海道岩見沢農業高等学校
（北海道岩見沢市並木町１番地５ Tel 0126-22-0130）

・研 究 成 果 発 表 会 体 育 館
・ポスターセッション 多目的ホール

Hokkaido Iwamizawa Agricultural High School Super Science Highschool



文部科学省指定 スーパーサイエンスハイスクール

（平成25年度指定 第５年次）北海道岩見沢農業高等学校
研究実施内容（概要）
１ 研究開発課題

我が国の農業科学技術系人材を育成する農業科学教育プログラムの研究開発

２ 研究の概要

(1) 課題解決能力や論理的思考力を高める学習プログラムの開発

(2) 持続可能な農林業の再生に向けた農業科学教育プログラムの開発

(3) 世界に貢献できる国際性を高める学習プログラムの開発

３ 研究開発の実施規模

各学科から、選抜によりＳＳＨ生徒を 名程度決定する。40

４ 研究計画

５ １～４年次（平成25～28年度）の成果（概要）

(1) 「ＳＳ理科 （１年生） １単位（後期：週２回７時間目）」

理科の基礎的な内容を先行学習 →化学の基礎を習得

(2) 「ＳＳ英語 （１年生） ２単位（後期：毎週土曜日に４時間）」

ＡＬＴや大学との連携実施 →英語コミュニケーション能力の向上

(3) 「ＳＳ農業科学 （１年生） １単位（後期：時間外）」

ＳＳＨ視察研修や講演会・講義、大学と連携した体験授業・視察研修

→自然科学や科学技術を探求する意欲向上、基礎的な知識・技能の習得

(4) 「ＳＳ数学 （２年生） ３単位（通年：時間内２時間、７時間目１時間）」

課題研究等を通して、事象を探究するのに必要な数学的処理能力の習得

(5) 「ＳＳ理科 （２年生） ３単位（通年：時間内２時間、７時間目１時間）」

理科の基礎的な内容を先行学習 →物理の基礎を習得

(6) 「ＳＳ英語 （２年生） ６単位（通年：時間内２時間、土曜日４時間）」

ＡＬＴ常駐やＴＴ、大学との連携 →英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ作成を習得

(7) 「ＳＳ国語 （２年生） １単位（後期：週２時間）」

論文を理解し、論理的に思考できる読解力及び論文記述能力の向上

(8) 「ＳＳ農業科学 （２年生） １単位（時間外）」

大学と連携した探究活動→各学科テーマによる研究活動の実施、学会発表

６ ５年次（平成29年度）の取組み

３単位（通年：時間内２時間、７時間目１時間）(1) 「ＳＳ数学 （３年生）」

３単位（通年：時間内２時間、７時間目１時間）(2) 「ＳＳ理科 （３年生）」

６単位（通年：時間内２時間、土曜日４時間）(3) 「ＳＳ英語 （３年生）」

１単位（前期：週２時間）(4) 「ＳＳ国語 （３年生）」

(5) 「ＳＳ農業科学 （３年生） ３単位（通年：時間内２時間、時間外１時間）」

農業

科学 英語

第１年次（創始の年）
SSH研究プログラムの開発・調査・試行

第２年次（ビジョンの年）
研究計画の課題整理から展開・深化・充実へ
第３年次（中間レビューの年）
研究成果の検証から学習プログラムの完成
第４年次（発展の年）
具体的事業の質的・量的な充実と学習プログラムの実践

第５年次（まとめの年）
研究成果を一般化し普及を図る

農業と科学及び英語教育を

融合させた学習プログラム

（クロスカリキュラム）



平成29年度北海道岩見沢農業高等学校スーパーサイエンスハイスクール

研究成果発表会

１ 目的

課題解決を図る探究活動をとおして、専門的な知識と技術の深化、総合化を図るとともに、問題

解決能力や自発的、創造的な学習態度を育てる。また、研究成果発表会をとおして科学的表現力を

養い、課題研究の成果について指導助言を受ける。

２ 研究成果発表会の発表コンセプト

(1) 課題研究発表（ＳＳＨ３期生３年生、４期生２年生）

科目「ＳＳ課題研究 「ＳＳ農業科学」において、主体的に課題の設定を行い、ＳＳ講演会や」、

大学、企業等と連携し、習得した知識を活用して探究活動である課題研究を行った。クロスカリ

キュラムによって学んだ事を活かした科学的手法を活かした課題研究を、学会発表に準じた発表

形態でまとめ発表する。

※クロスカリキュラム・・・ 特定の課題に関して、各教科・科目の内容を相互に連携させて学習するカリキュラム。

（ 「 、 、 、 、 、 、 」）ＳＳ科目 課題研究 農業科学 国語 数学 理科 英語 国際探究

(2) ポスターセッション（ＳＳＨ３期生３年生、４期生２年生）

課題研究を、ポスターにまとめて掲示し参加者に説明する。ポスターの様式は、運営指導委員

会より推奨された、酒井聡樹：2013 「これから研究を始める高校生と指導教員のために ，共立， 」

出版株式会社，東京．を参考に作成した。

(3) Abstract（要旨）は 「ＳＳ英語」の授業を通して身に付けた英語力を活用し発表する。、

３ 発表生徒

ＳＳＨ３期生（３年生 【平成27年度入学生 26名】）

４期生（２年生 【平成28年度入学生 42名】）

４ 発表

(1) ＳＳＨ４期生（２年生）

７発表 １テーマ（１学科）発表６分程度 ・質疑応答２分（英語１分・日本語５分）

（2) 秋田県立秋田北鷹高等学校ＳＳＨ

１発表 １テーマ 発表８分程度 ・質疑応答２分（英語・日本語）

(3) ＳＳＨ３期生（３年生）]

６発表 １テーマ（１学科）発表８分程度 ・質疑応答２分（英語１分・日本語７分）

５ 日程

(1) 開会（9:00～9:10）

①校 長 挨 拶 北海道岩見沢農業高等学校長 畠山 佳幸

②来賓・運営指導委員紹介 北海道岩見沢農業高等学校教頭 清澤 城次

(2) 研究開発の成果について（9:10～9:15）

北海道岩見沢農業高等学校 研究開発部長 齋藤 克幸

：ＳＳＨ４期生（２年生 （ 9:15～10:25）(3) 研究成果発表会Ⅰ ）

【10分休憩】

(4) 秋田県立秋田北鷹高等学校ＳＳＨ（10:45～11:05）

(5) 研究成果発表会Ⅱ：ＳＳＨ３期生（３年生 （11:10～12:25））

(6) 指導講評・閉会（12:25～12:45）

①全 体 講 評 酪農学園大学 教授 押谷 一様

②校 長 挨 拶 北海道岩見沢農業高等学校長 畠山 佳幸

(7) ポスターセッション（13:30～14:15）

①研 究 成 果 発 表 １６発表

（ＳＳＨ３期生、４期生、秋田北鷹高校、岐阜農林高校）



タイムテーブル

研究成果発表会Ⅰ（2年）

時間 学科 発表テーマ

緑地空間がもたらす心理学的効果についての研究
9:15 環境造園科

～東京 カ所の緑地空間が 観点に及ぼす要素を絞り込む試み～4 3

雪冷熱と土壌熱を複合利用するために必要な基礎研究9:25 農業土木工学科

環境に配慮した持続可能なタマネギ防除法の研究
9:35 農業科学科

～地域農業の発展を目指して～

牧草添加によるエメンタールタイプチーズのチーズアイ形成における有機酸
9:45 食品科学科

濃度に関する研究

トドマツ人工林における立枯れ木が与える影響についての調査9:55 森林科学科

反射光スペクトルによる草地の植生構造および乾物草量と牧草体成分の推定10:05 畜産科学科

アルストロメリアの生育調査10:15 生活科学科

研究成果発表会（秋田県立秋田北鷹高等学校）

時間 学科 発表テーマ

アオコの集積培養による八郎湖からバイオマスに関する研究10:45 普通科

研究成果発表会Ⅱ（3年）

時間 学科 発表テーマ

融雪水導入による土壌熱採熱の高効率化のための基礎研究11:10 農業土木工学科

トドマツにおける剥皮率の違いが樹勢に与える影響についての調査研究11:22 森林科学科

糞が及ぼす不食過繁地 Ⅱ11:34 畜産科学科 Part

牧草添加によるエメンタールタイプチーズのチーズアイ形成における細菌
11:46 食品科学科

叢、形態変化および有機酸に関する研究

赤色光 を用いたオンシツコナジラミの忌避法の研究11:58 LED生活科学科

環境と調和したタマネギ栽培に関する研究12:10 農業科学科

ポスターセッション

時間 内容

研究成果発表会の内容をポスターで説明・質疑応答

（秋田県立秋田北鷹高等学校、岐阜県立岐阜農林高等学校の発表を含む）

秋田県立秋田北鷹高等学校
13:30 14:15～

・比内地鶏去勢鶏の高級ブランド化を目指して

・地域に学び・地域に貢献 ～地域資源を活用した取組み～

岐阜県立岐阜農林高等学校

・茶粉末飼料添加が鶏体及び鶏卵から孵化までに与える影響


