
岡山県立玉島高等学校 

文部科学省指定 スーパー サイエンス ハイスクール 
             Super  Science  High School 

本校のＳＳＨでは，「地域のリーダーとして活躍する科学技術系人材の育成」を目指して， 
独自のカリキュラム開発，国際性の育成，地域連携，高大接続に取り組んでいます。 

■玉島SSHの取組が進路実現に生きる 

普通科 
●大阪大学 
●名古屋大学 
●岡山大学（２１） 
●香川大学（１４） 
●島根大学（６） 
●高知大学（６） 
●山口大学（４） 
●徳島大学（３） 
●北見工業大学（２） 
●鳥取大学（２） 
●愛媛大学（２） 
●福岡教育大学（２） 
●電気通信大学 
●和歌山大学 
●兵庫教育大学 
 
 

理数科 
●名古屋大学 
●九州大学 
●岡山大学（７） 
●島根大学（５） 
●香川大学（３） 
●北海道教育大学 
        函館校 
●愛媛大学 
●長崎大学 
 
 

普通科 
●国際教養大学 
●岡山県立大学（１６） 
●高知工科大学（７） 
●福山市立大学（４） 
●県立広島大学（４） 
●尾道市立大学（３） 
●広島市立大学 
●山口県立大学 
●名桜大学 
 
 

理数科 
●岡山県立大学（２） 
●高知工科大学（４） 
●都留文科大学 
●静岡文化芸術大学 
●北九州市立大学 
 
 

普通科理数科 
・岡山理科大学・倉敷芸術科学大学・中国学園大学・
ノートルダム清心女子大学・くらしき作陽大学・川崎医
療福祉大学・就実大学・美作大学・山陽学園大学・吉
備国際大学・環太平洋大学・京都外国語大学・大阪
工業大学・立命館大学・駒澤大学・早稲田大学・同志
社大学・松山大学・京都産業大学・近畿大学・東海大
学・武庫川女子大学・神戸女子大学・ 

・岡山理科大学・倉敷芸術科学大学・中国学園大学・ノートルダム清心女子大学・くらしき
作陽大学・川崎医療福祉大学・就実大学・美作大学・山陽学園大学・吉備国際大学・環太平
洋大学・京都外国語大学・大阪工業大学・立命館大学・駒澤大学・早稲田大学・同志社大学
・松山大学・京都産業大学・近畿大学・東海大学・武庫川女子大学・神戸女子大学・ 
 
 

理数科＆普通科★私立大学 

●「テクノサイエンス」（理数科） 
体験を重視した実習や本格的な課題研究
等を中心とする科目 
●「ＴＡＣＴ」（普通科） 
フィールドワークを取り入れた探究活動
等に取り組む科目 
●「発展的な探究活動」（理数科，普通科） 
「テクノサイエンス」や「ＴＡＣＴ］よ
り発展的な探究活動を希望して者が選択
する科目 
 発想力，発見力，探究力，発信力 

    を育てる本校オリジナル科目 

科学的探究活動 

 
●「科学プレゼンテーション研修」 
●「ＳＳＨベトナム海外研修」 
●「サイエンスキャンプ」（理数科）  
 
 
●「瀬戸内マリンアクティビティ」 
●「溜川プロジェクト」 

●「サイエンスボランティア」    等 
 
  国際性を育て， 
   地域連携，高大接続をすすめる活動 
 

発展的教育活動 

（平成３０年度は，全国の高等学校約５０００校のうち２１２校を指定） 

（本校は，文部科学省から取組が認められ，連続３度目の指定を受けＳＳＨ１３年目） 

  

令和１年度 最新トピックス 
中高生のための かはく科学研究プレゼンテーション大会（愛媛）ポスター発表 
  ●「セルロースナノファイバーを用いた強化発泡体の開発 
     ～理数科生の力で溜川から瀬戸内海につながる水環境の保全～」 
      理数科３年生 化学分野 最優秀賞（１位） 
  ●「活性炭に代わる『お得でエコなコーヒー炭』の研究」 
      理数科２年生 化学分野 奨励賞 

 
 

高知大学理工学部紀要（査読あり研究論文） 
 Scientific and Educational Reports of the Faculty of Science and Technology, 
 Kochi University Vol.2(2019)，No.8 
  ●「セルロースナノファイバーを用いたデンプン発泡体の補強と強度評価」 
      理数科３年生 論文掲載 

●名古屋大学 ●九州大学 ●岡山大学 ●島根大学 ●香川大学 ●北海道教育大学 ●愛媛大学 

●長崎大学 ●電気通信大学 ●大阪教育大学 ●岡山県立大学 ●高知工科大学 

●都留文科大学 ●静岡文化芸術大学 ●北九州市立大学 

理数科（１クラス/学年）★国公立大学 

●大阪大学 ●名古屋大学 ●岡山大学 ●香川大学 ●島根大学 ●鳥取大学 

●高知大学 ●山口大学 ●徳島大学 ●北見工業大学 ●鳥取大学 ●愛媛大学 ●九州工業大学 

●福岡教育大学 ●電気通信大学 ●和歌山大学 ●兵庫教育大学 ●国際教養大学 

●岡山県立大学 ●新見公立大学 ●高知工科大学 ●福山市立大学 ●県立広島大学 

●尾道市立大学 ●広島市立大学 ●山口県立大学 ●名桜大学 

普通科（６クラス/学年）★国公立大学 

ＳＳＨ活動が生きる面接，口頭試問，実技等が課される ＡＯ・推薦 入試の主な合格先 

４年間
の 
記録 

愛媛大学 社会共創コンテスト２０１９ 研究・探究部門 
 ●「理数科の力で溜川から瀬戸内海につながる自然環境を守る研究 
   ～セルロースナノファイバーを用いた新発泡体の開発～」 
    理数科３年生 特別賞・クリエイター賞（３位） 
 ●「玉高 溜川プロジェクター ～コーヒー炭による溜川の持続可能な水質改善～」 
    理数科２年生 奨励賞 

■活動と成果（昨年度の入賞実績） ■ 

【理数科１０８名】 
●全国ＳＳＨ生徒研究発表会（神戸）日本語・英語発表 
●中国四国九州地区理数科高等学校課題研究発表大会（岡山）優良賞２本 
●応用物理・物理系学会 中国四国支部ジュニアセッション（愛媛） 
●地域地理科学会大会（岡山） 
●集まれ！理系女子 女子生徒による科学研究発表会 中国大会（岡山） 
●日本化学会 中国四国支部大会（鳥取） 
●瀬戸内海の環境を考える 高校生フォーラム（兵庫） 
●高校生・私の科学研究発表会（神戸） 奨励賞 
●集まれ！科学への挑戦者（岡山） 優秀賞１本，奨励賞２本 
●岡山県理数科高等学校課題研究発表大会（岡山） 優良賞２本  
【普通科１２名】 
●ＮＩＣＥＳＴ２０１７英語による研究成果発表会（東京） 英語発表 企業賞 
●日本土壌動物学会 第４０回記念大会（横浜） ポスター賞 
●地域地理科学会大会（岡山） 
 

学会・研究発表会 １２０名 

中国四国九州地区理数科高等学校課題研究発表大会山口大会（山口）ポスター発表 
  ●「ロボットの安定性について」 理数科３年生 物理分野 優良賞 
  ●「イオン交換水中で鉄が腐食する要因について」  
       理数科３年生 化学分野 優良賞 
  ●「野菜由来の乳酸菌について」 理数科３年生 生物分野 優良賞 

【理数科】 
●全国ＳＳＨ生徒研究発表会（神戸）日本語・英語発表 
●中国四国九州地区理数科課題研究発表大会（佐賀） 
  （化学分野）最優秀賞（１位）  （地学分野） 優秀賞（２位） 
●京都大学 テクノアイデアコンテスト テクノ愛２０１８ 
  最終審査（京都） 奨励賞（全国ベスト９）         
●岡山県理数科課題研究合同発表会  ステージ発表 優秀賞 
●集まれ！科学への挑戦者 奨励賞３本          等 
【普通科】 
●ＮＩＣＥＳＴ２０１８ 英語による化学研究発表会（東京） 
  英語ポスター発表 日本生物工学会 東日本支部長賞 等 
 

学会・研究発表会・コンテスト等 

【理数科】 
●高知大学理工学部紀要 論文受理（審査あり） 
●筑波大学 「科学の芽」賞 努力賞 
●日本学生科学賞 岡山県 奨励賞３本  等 
【普通科】                    
●筑波大学 「科学の芽」賞 努力賞 
●東京家政大学  生活をテーマとする研究 
  ・作品コンクール 英語論文投稿 努力賞  等 
 
 
 

研究論文等 

（理数科２６５名，普通科６１名） 学会発表や論文応募等に挑戦 ３２６名 

                自分の能力を伸ばせる        
                  カリキュラムがあります。  
                  特に課題研究では，自分の 
                  興味のある分野について， 
                   とことん研究でき，発表の機 
                  会も多くあるため，プレゼン 
テーション能力と課題解決能力を身につけることができ 
ました。その力が経験が受験に大いに役立ちました。 

              玉島高校は，ＳＳＨ指定校 

                 なので，課題研究や校外での 
                 発表会等の機会がたくさんあり 
                 ます。自分の取り組みたいこと 
                 に積極的に参加でき，その経 
                験が学習意欲の向上につなが 
り，受験の際には自分の強みになったと思います。 
先生方の丁寧なご指導や友達，家族のサポートに感謝し 
大学では環境問題について学びたいと思っています。 

 玉島高校の理数科では， 
１年生でプレゼン研修や 
岡山大学を会場にしての 
サイエンスキャンプ，２・３ 
年では，自分たちが考えた 
テーマで研究に取り組み， 
全国規模の大会に出場して賞を取りました。さらにこの 

経験を大学入試に生かすこともできました。           

 ＳＳＨである玉島高校では， 
英語の活動にも力を入れて 
います。 「世界津波の日 
高校生島サミットin沖縄」や 
理科課題研究で英語のプレ 
ゼンテーション，「ＳＳＨベトナ 
ム研修」で異文化を体験するなど，様々なことに積極的 
に挑戦しました。玉島高校の先生方は，手厚くサポート 
して下さいます。ぜひ玉島高校で自分の興味のあること 
を見つけ，全力で取り組んで下さい！ 

■進路実現に生きる■ 
■学習意欲の向上に 
    つながる主体的な挑戦 
 研究発表会，コンテスト等，サイエンス
な活動に取り組んだ生徒の延べ数 
             

             （今年度９月末まで） 



【理数科１８本】 
●第６１回日本学生科学賞 論文コンテスト応募 
●朝永振一郎記念「科学の芽」賞 論文コンテスト応募 
●岡山県科学部研究集録 論文投稿 掲載 
【普通科３本】 
●第６１回日本学生科学賞 論文コンテスト応募 
●朝永振一郎記念「科学の芽」賞 論文コンテスト応募 
●岡山県科学部研究集録 英語論文投稿 掲載 
 
 
 

研究論文 ７２名 

【サイエンスボランティア●●名】 
●青少年のための科学の祭典 ２ブース出展 
●玉島市民交流センター主催 端午の節句まつり ２ブース出展 
●本校主催 小学生対象玉島サイエンスフェア ●●ブース出展 
●本校主催 中学生対象玉島サイエンスフェア ●●ブース出展 
【科学オリンピック，コンテスト，普及活動等  名】 
●物理チャレンジ３０名●化学グランプリ３１名●日本生物学オリン
ピック９名●岡山物理コンテスト２０名●科学先取りグローバルキャン
パス岡山基盤コース１１名●テクノアイデアコンテスト“テクノ愛”１３名
●サイエンスチャレンジ岡山１６名●世界津波サミット３名若き津波防
災大使任命●きらり輝け！高校生キャリア教育フェア３名● 

サイエンスボランティア等 ５５名 

■県立玉島SSHの取組  （第３期目 １３年連続指定） ■ 

■力を鍛える実践的な活動 
（昨年度の活動実績） 

■ 科学的探究活動 ■発想力，発見力，探究力，発信力を育てる本校オリジナル科目 

■ 科学的探究活動 ■ 
 ●「テクノサイエンス」（理数科） 

体験を重視した実習や本格的な課題研究等を中心とする科目 
 ●「ＴＡＣＴ」（普通科） 

フィールドワークを取り入れた探究活動等に取り組む科目 
 発想力，発見力，探究力，発信力 

    を育てる本校オリジナル科目 

■ 発展的教育活動 ■ 
 ●「科学プレゼンテーション研修」 
 ●「ＳＳＨベトナム海外研修」 
 ●「瀬戸内マリンアクティビティ」 
 ●「溜川プロジェクト」 
 ●「サイエンスボランティア」 
 ●「サイエンスキャンプ」（理数科） 

国際性を育て， 
地域連携，高大接続をすすめる活動 

理数科 普通科 理
数
科 

普
通
科 

理数科 普通科 
■発展的な課題研究 

                      テクノサイエンス，ＴＡＣＴ 
                      や科学部の活動におけ 
                      る研究成果を学会や研 
                      究発表会等での発表に       
                      戦します。（県外の学会 
                      にも参加） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「発展研究」～学会チャレンジ～１単位

科学的探究活動カリキュラム
主体的・対話的で深い学び，個に応じた指導

※TACT：Tamashima Action Challenge Thinkingの頭文字をとったもの

・国際性育成講演会

・科学プレゼンテーション研修

（日本語・英語）

・ｸﾛー゙ﾊﾙ゙ｻｲｴﾝｽｷｬﾘｱ研修(海外研修）

「ﾃｸﾉｻｲｴﾝｽⅢ」
１単位

・社会への還元を意識

した学術論文作成

・発展サイエンス探究

「ﾃｸﾉｻｲｴﾝｽⅡ」
３単位

・研究俯瞰法を用いた

サイエンス探究

（課題研究/安全倫理/発表）

「ﾃｸﾉｻｲｴﾝｽⅠ」
３単位

・体験を重視した実習

（ｵﾑﾆﾊｽ゙形式ﾕﾆｯﾄ学習）

・情報基礎・実践

「TACTⅢ」１単位

・進路実現により社会

との共創を目指す

「進路探究」

・プレゼンテーション

の実践

「TACTⅡ」１単位

・社会の課題に取り

組む「未来探究」

・プレゼンテーション

の応用

「TACTⅠ」３単位

・フィールドワークに

よる「地域探究」

・ユニット学習

・ﾌﾚ゚ｾﾝ゙ﾃｰｼｮﾝの基礎

・情報基礎・実践

地域社会の課題を発見

研究成果を発信

地域社会の課題を解決

知識・技能

国際性の育成

・瀬戸内マリンアクティビティ

（大学臨海実験所での探究活動）

・科学部メンターシップ

（研究者・技術者による指導・助言）

・溜川プロジェクト（地域貢献活動）

・サイエンスボランティア

（小中学生対象の科学実験講座）

・サイエンスキャンプ

（大学等研究施設での研究活動）

・ハイパーサイエンスラボ

（研究者による最先端の科学技術実習

と研究施設での研修）

地域連携・高大接続

理数科普通科

３
年

発
展
探
究

２
年

課
題
探
究

１
年

探
究
基
礎

発展的教育活動

地域のリーダーとして活躍する科学技術系人材の育成

科学的マネジメント力

文部科学省指定スーパー・サイエンス・ハイスクールＳＳＨ岡山県立玉島高等学校

【理数科３４本】 
●全国ＳＳＨ生徒研究発表会（神戸）日本語・英語発表 
●中国四国九州地区理数科高等学校課題研究発表大会（岡山）優良賞２本 
●応用物理・物理系学会 中国四国支部ジュニアセッション（愛媛） 
●地域地理科学会大会（岡山） 
●集まれ！理系女子 女子生徒による科学研究発表会 中国大会（岡山） 
●日本化学会 中国四国支部大会（鳥取） 
●瀬戸内海の環境を考える 高校生フォーラム（兵庫） 
●高校生・私の科学研究発表会（神戸） 奨励賞 
●集まれ！科学への挑戦者（岡山） 優秀賞１本，奨励賞２本 
●岡山県理数科高等学校課題研究発表大会（岡山） 優良賞２本  
【普通科３本】 
●ＮＩＣＥＳＴ２０１７英語による研究成果発表会（東京） 英語発表 企業賞 
●日本土壌動物学会 第４０回記念大会（横浜） ポスター賞 
●地域地理科学会大会（岡山） 
 

学会・研究発表会 
 ４０本 
 

共通・選択 

普通科 
■ＴＡＣＴⅠ・Ⅱ・Ⅲ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
専門家から講演を聴きメモをとり，レポートを作り発表します。フィールドワークを取り入れ，地域
の課題を発見し，探究活動等に取り組む科目です。校内の研究発表会にも挑戦し，「発見力」
「探究力」「発信力」を育てます。 
 

☆ＴＡＣＴ ： Tamashima  Action  Challenge  Thinking の略 

■ 発展的教育活動 ■ 国際性を育て，地域連携，高大接続につながる活動 

国際性 
■科学プレゼンテーション研修 
 
 
 
 
 
 
 
 

論理的思考力と国際的にも通
用し，根拠を持って順序立てて
説明できるプレゼンテーション
力を育てます。（理数科１年全
員，普通科希望者） 
 

■ＳＳＨベトナム海外研修 
 
 
 
 
 
 
 
 

ベトナムで研修を実施し，国際
的な科学的体験や異文化理
解の交流を通して，国際社会
で活躍できる視野の広さを育
てます。 
 

■多文化共生ワークショップ  
 
 
 
 
 
 
 
 

岡山大学や地域と連携して，
防災や町づくりに関わるワーク
ショップを開催し，外国人や幅
広い年代の方たち話し合い，
国際性を育てます。 

地域連携・高大接続 
■サイエンスキャンプ 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡山大学で大学院生のサポー
トを受け，テーマの設定から実
験，発表まで主体的に研究過
程を学ぶプログラムです。 
      （理数科１年生のみ） 

■サイエンスボランティア 
 
 
 
 
 
 
 

学んだことを，科学実験講座・
イベント等を企画運営するボラ
ンティア活動で，実践的な力と
実験の楽しさと安全性を考える
マネジメント力を育てます。 
 

■溜川プロジェクト 
 
 
 
 
 
 
 
 

溜川の環境保全をテーマに大
学や地域等と連携し，実験実
習を行い調査研究に取り組み，
研究成果を学会や公民館等で
発表にも挑戦します。 
 

■瀬戸内マリンアクティビティ 
 
 
 
 
 
 
 
 

瀬戸内海の環境保全をテーマ
に大学等と連携し，フィールド
ワークや大学臨海実験所等で
実習を行い，調査研究活動や
校外発表に挑戦します。 

 
●倉敷市主催 くらしき市民講座春講座 講師 
●青少年のための科学の祭典 倉敷大会 実験講師 
●玉島市民交流センター主催 端午の節句まつりワークショップ 
                                  実験講師 
●玉島市民交流センター主催 夏講座 実験講師 
 ●天満屋倉敷店主催 スーパーサイエンスコーナー夏・冬    実験講師 
 ●高大連携理数科教育研究会 演示実験 講師 
●本校主催 小学生対象玉島サイエンスフェア 実験講師 
●本校主催 中学生対象玉島サイエンスフェア 実験講師 
●本校主催 ポスター発表合同研修会 補助講師 
●本校主催 小中学・高校生対象サイエンスフェア冬 実験講師 
●本校主催 夏のオープンスクール体験授業 補助講師 

 サイエンス ボランティア 等 ２２２名 
■発展研究 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
テクノサイエンス，ＴＡＣＴの活動における研究成果を土台により発展的でレベルの高い探究
活動に取り組み，学会や研究発表会等に積極的に挑戦します。（県外の学会にも参加） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課外 

理数科 
■テクノサイエンスⅠ・Ⅱ・Ⅲ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
体験を重視した実習で科学的な知識と技能の習得と「発想力」を育て，地域の課題や身近な現
象を探究する課題研究に取り組み，客観的で広い視野を持った「探究力」を育てます。校内外
の研究発表会等にも挑戦し， 「発信力」を育てます。 

授業 


