松山南高等学校理数科で
Scienceしてみませんか？
文部科学省スーパーサイエンスハイスクール指定校

第５期（R2～R4）

「新しい価値を創生する国際競争力を持った科学技術人材育成
-Society5.0の実現に向けたSTEAM教育-」

SSHアメリカ海外研修
高大連携授業

関西研修(SPring-8)

Physics

Engineering

Biology

Science

Chemistry

Medical Science

Mathematics

Pharmacy

Information

Agriculture

研究成果報告会
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台湾科学交流研修

愛媛県立松山南高等学校

Ｑ１

理数科とはどのような学科ですか？

優れた研究者・科学者・技術者などを育成するための学科で、52
年の歴史と伝統があります。理数系大学への進学に有利で、卒業生
はさまざまな理数系の分野で活躍しています。

Ｑ２

普通科とはどのような違いがありますか？

授業内容や使用する教科書は普通科とほぼ同じですが、理科や数
学の時間数が普通科に比べて多くなります。また、学校設定科目
「スーパーサイエンス」があり、大学を訪問しての授業や研究室体
験、班別での課題研究などを行っています。理工系への進学だけで
なく、医・歯・薬系や教育系への進学を目指している人にも適して
います。
学校行事や部活動では全て普通科と一緒に活動し、部活動や生徒
会の中心的存在として活躍する人もたくさんいます。

Ｑ３

Presentation Meeting (台湾)

理数科のよさはどのようなところですか？

理科や数学の科目数や授業時間が多く、理数系に興味・関心があ
る人にとって充実した学習活動を行うことができます。課題研究に
費やす時間も普通科に比べて多いので、より広く、より専門的な知
識や技能を高めることができ、大学進学や将来の進路実現の可能性
が高まります。
３年間メンバーは変わりませんが、どの学年もクラスの仲がよく
友情や絆が深めることができています。

Ｑ５

愛媛大学研究室体験

理数科独自の行事はありますか？

理数科生徒主体の行事は(令和３年度予定)は次のとおりです。
台湾修学旅行
（２年生 12月）
愛媛大学高大連携授業
（２年生 ６月～）
愛媛大学親子実験教室
（1・2 年生 ８月)
愛媛大学研究室体験
（２年生 10月）
ＳＳＨアメリカ海外研修
（２年希望者 10月下旬）
関西研修
（１年生 12月）
英語プレゼン研究発表会
（１年生 １月）
えひめ高校生SDGsミーティング （1・2年生希望者 ２月）

Ｑ４

「スーパーサイエンス」基礎実験演習

理数科卒業生による課題研究指導

高校入試での特徴はありますか？

高校入試には推薦入試と一般入試があります。推薦入試では、小
論文と面接が行われ、昨年度は定員の15％が合格しました。一般入
試における普通科との違いは、数学と理科の配点が高いこと、第２
志望として普通科を志望できることです。

Ｑ６

ずばり、理数科の最大の魅力は？

全国高等学校総合文化祭 自然科学部門

Ｑ７

ＳＳＨとはどのようなものですか？

日本の科学技術の将来を担う人材を育成するための、文部科学省の
事業で、令和２年度は全国で217校が指定を受けています。本校は事
業開始の平成14(2002)年度に全国で26校のうちの一校として指定を受
けて以来、５期連続の指定を受けています。５期連続の指定は全国で
２校だけで、公立学校では本校だけです。
本校では、課題研究、学校独自の授業や大学との連携、校外・海外
研修等に取り組んでいます。特に、理数科はＳＳＨの中心としてさま
ざまな活動に取り組んでいます。

ＳＳＨ生徒研究発表会

課題研究テーマの例(令和２年度)

Ｑ８

ＳＳＨではどのような活動をしますか？

理数科の学校設定科目「スーパーサイエンス(ＳＳ)」の時間を中
心に課題研究、愛媛大学との高大連携事業、海外研修、県内外の他
校生との交流会などを実施しています。
課題研究に費やす時間が普通科に比べて多いので、自分の興味の
ある分野や内容について、専門的でレベルの高い研究を行うことが
できます。

Ｑ９

課題研究ではどのようなことをするのですか？

各自で研究テーマを決め、班または個人で研究を進めます。本校
教員はもちろん、県内外の大学の先生方や、卒業生、研究所等の研
究者の方々にもアドバイスをいただきながら、専門的な研究を行い
ます。その成果は、年度末に行われる研究成果報告会や県内外での
各種発表会で発表を行ったり、各種科学系コンテストに出品します。

Ｑ10

◆シャーペンの芯にかかる摩擦力の測定
◆熱音響現象における温度変化の最適条件
◆翼果の飛行性能を探る
◆レーザー光の干渉を用いた布の物理的性質の比較
【化学分野】
◆過酸化水素水を用いた酸化チタン(Ⅳ)の酸化力を
増大させる研究
◆金属イオンや糖類を用いたアントシアニンの安定
化
◆ホウレンソウに含まれるアスコルビン酸の定量方
法の確立
◆煤熔剤が鉄(Ⅱ)イオンの青色発色に及ぼす影響の
研究
【生物分野】
◆アカハライモリにおける色覚を利用した学習
◆チョウの翅から見た省エネ飛翔の可能性
◆ストレスがプラナリアの再生に及ぼす影響の研究
【地学分野】
◆ライトカーブを用いた小惑星の形状の推定
【数学分野】
◆ウェアリング問題の探究

海外研修があると聞きましたが…？

平成18(2006)年度から23(2011)年度までは中国で、平成25(2013)
年度からは台湾で研修を行っています。現地では高校で英語による
研究発表や交流活動、授業参加などを行っています。平成29(2017)
年度には台北市立建國高級中学と姉妹校提携を結びました。
平成30(2018)年度からは、修学旅行で理数科全員が台湾を訪問し
交流活動などを行っています。また、アメリカでの科学交流研修も
行っています。
令和２年度は、コロナ禍においても、オンラインを活用し台湾の高
校と課題研究に関する交流会やハワイ大学と連携したSTEAM教育プロ
グラムを行いました。

Ｑ11

【物理分野】

英語プレゼン研究発表会

そのほかにはどのような活動がありますか？

理数科では、科学系コンテストや論文の応募、数学・情報・物理
・化学・生物・地学等の科学系オリンピックなどに、毎年多くの生
徒が挑戦し、入選しています。これらのチャレンジは大学進学や、
その後の学習に役立つだけでなく、研究者としての道を切り拓いて
いくことにもつながっています。

中高生のためのプレゼンテーション大会

ＳＳＨに指定されてからの18年間で、理数科での課題研究や科学系部活動での研究成果を科学系コンテスト
に出品し、数多くの入賞を収めています。受賞の中には全国レベルの入賞や国際大会での入賞もあります。
また、理数科の生徒は本校在籍中や卒業後にも、日本国内だけでなく海外の舞台でも活躍しています。
平成14(2002)年度～令和２(2020)年度の主な成果は以下のとおりです。

１

科学系コンテストでの入賞
☆主な入賞例
■日本学生科学賞(読売新聞社)
■JSEC(ジャパン・サイエンス＆エンジニアリング・チャレンジ)(朝日新聞社)
■全国学芸科学コンクール(旺文社)
■全国高校生理科・科学論文大賞(神奈川大学)
■坊ちゃん科学賞研究論文コンテスト（東京理科大学）
■全国高等学校理科・科学クラブ研究論文(工学院大学)
■高校化学グランドコンテスト(大阪市立大学)
■水ロケット日本代表選考大会・アジア大会
■内閣総理大臣オーストラリア科学奨学生
■国際地学オリンピック
■国際生物学オリンピック・生物学チャレンジ
■物理チャレンジ
■化学グランプリ
■日本陸水学会高校生ポスター発表会
■生体医工学会大会高校生コンテスト
■関数グラフアート全国コンテスト
■高校環境化学賞
■ＳＳＨ生徒研究発表会
■中国・四国・九州地区理数科課題研究発表大会
■マスフェスタ
■生物系３学会中国四国支部大会高校生発表会
■日本植物生理学会高校生ポスター発表会生物学会論文コンクール山中賞
■マリンチャレンジプログラム中国・四国大会
■日本統計学会スポーツデータ解析コンペティション中等教育部門
■日本物理学会ジュニアセッション

２

日本学生科学賞入選

APRSAF-18 水ロケット大会

世界を舞台に活躍する生徒
☆内閣総理大臣オーストラリア科学奨学生
平成15(2003)年７月、理数科２年生が日本代表(10名)の一人に選ばれ、
シドニー大学での国際科学学校に派遣されました。現地で、非英語圏最優
秀学生(アジア首席)として表彰されました。

☆国際科学オリンピック日本代表
平成17(2005)年７月、中国での国際生物学オリンピックに理数科３年生
が日本代表(４名)の一人に選ばれ、出場しました。平成20(2008)年９月、
フィリピンでの国際地学オリンピックには普通科３年生が日本代表(４名)
の一人に選ばれ、銅メダルを獲得しました。

国際地学オリンピック

☆水ロケット世界大会日本代表
平成20(2008)年12月、ベトナムでの水ロケット世界大会に理数科１年生
２名が日本代表の４名の中に選ばれ、３位と５位に入賞しました。

☆ノーベル賞受賞式派遣日本代表学生
平成20(2008)年12月、スウェーデンのストックホルム青年科学セミナー
(ノーベル賞受賞式と併設)に、理数科を卒業したＳＳＨ１期生が、日本代
表学生２名のうちの１名に選ばれ、派遣されました。この学生は、進学し
たアメリカ・テキサス大学を卒業後、平成21(2009)年にペンシルバニア大
学大学院に進学し、現在はアメリカ合衆国コネチカット大学准教授として
活躍しています。

☆アジアサイエンスキャンプ日本代表
平成30(2018)年８月、インドネシアで開催されたアジアサイエンスキャ
ンプに理数科２年生が日本代表(18名)の一人に選ばれ、参加しました。

ノーベル賞代表派遣OB

１

推薦型選抜・総合型選抜(ＡＯ)入試で大学入試にチャレンジ！
理数科の生徒は、南高での生活やＳＳＨ事業を通して得られたさま
ざまな知識や技能・経験を生かして国公立大学の推薦型選抜や総合型
選抜(ＡＯ)入試に積極的に挑戦し、例年10名を超える生徒が合格して
います。合格した生徒はすべて理系の学部へ進学しています。また、
一般入試の生徒も科学への強い興味・関心が高く、大学で勉強したい
学問・分野が普通科の生徒に比べて明確なので、志望大学・学部・学
科の決定がスムーズで、大学入学後も意欲的に学生生活を送っていま
す。

２

過去５年間の推薦型・
総合型(ＡＯ)入試合格者
卒業生に
年度 合格者数 対する割合

H28

4名

11％

H29

10名

26％

H30

6名

17％

R01

12名

34％

R02

11名

29％

国公立大学への高い合格率
ＳＳＨ対象の理数科卒業生598名のうち、約８割が国公立大学へ合格をしています。また、その多くが理系の
大学・学部となっており、理数科での学習や活動で身に付けた能力を大学入学後も生かしています。

【北海道・東北地区】
北海道大 ５
東北大 ９
帯広畜産大 ２
【関西地区】
京都大 6
大阪大 １８
神戸大 ６
大阪府立大 ４
ほか 1４
【九州地区】
九州大 2５
九州工業大 1９
熊本大 １
大分大 ７
ほか ９

【中国・四国地区】
愛媛大 1９０
広島大 3２
岡山大 ４０
徳島大 ９
山口大 1４
ほか ４４

【北信越地区】
金沢大 １
信州大 ４
ほか ４

【東海地区】
名古屋大 ５
名古屋工大 ２
静岡大 ５
岐阜大 ４
ほか ５

【関東地区】
東京大 ３
東京工業大 １
横浜国立大 ３
筑波大 ５
千葉大 １
ほか １１

ＳＳＨ対象の理数科卒業生(平成16年～令和２年度)の主な大学合格者数
【主な私立大学等】
慶応大 早稲田大

防衛大学校

海上保安大学校

自治医科大

アメリカ合衆国・テキサス大

長岡造形大学

造形学部

１回生

山崎

豊

（令和３年３月卒・勝山中学出身）
皆さんは理数科と聞く
とどのようなことをイメー
ジしますか？机に向かって
数学や理科だけを黙々と勉
強しているようなイメージ
がある人も多いと思いま
す。しかし私が実際に理数
科に入って体験した事はそ
のイメージとは違っていま
した。
松山南高校の理数科は
ただ勉強をするだけではな
く、３年間を通して行う課
題研究はもちろん、国内外
での研究発表会などアク
ティブな活動が充実してい
ます。その中でも私に大きな影響を与えたのはアメリカ研修で
す。2年生の後半に、アメリカのコネチカット大学で研究をし
ている理数科一期生の方を訪ね、現地の学生と交流をする機会
がありました。海外研修で学べることは決して英語だけではあ
りません。私は海外で活躍する人と交流をする事で「こんな生
き方もあるんだ」と自分の視野を大きく広げることができまし
た。
また、３年間行う課題研究でも多くのことを学ぶことができ
ました。松山南高校の理数科では、研究の基本的な流れを学べ
るだけでなく、発表をする機会も沢山あります。研究発表を行
うことで人前で話すことに慣れることもできます。また、研究
は基本的に数人グループで行うのでリーダーシップや自分の考
えをはっきり伝える能力も養われます。研究で大切なことは周
りからの評価だけではありません。高校生の段階で論理的な考
え方を養うことができる貴重な機会になると思います。
最後に、理数科から理系の大学に進学することが絶対ではあ
りません。私はデザインを学ぶ大学に進学しましたが理数科で
の経験はすごく役に立っています。 多種多様な人と出会えて
視野が広がる理数科で充実した３年間を過ごしてみませんか？

長 崎 大 学 環 境 科 学部 １ 年 生 樋 口
（令和３年３月卒・垣生中学出身）

りさ

理数科では、理系教科の得意不得意
に関わらず、自分の努力と意欲次第で
充実した学びが得られます。充実した
学びとは、勉強だけでなく理数科なら
ではの体験から得られる発見や新しい
世界のことです。また、個性的なクラ
スメイトと３年間を過ごし、いろんな
価値観に出会えることも、充実した学
びの一つです！
特に課題研究は、２年間も同じグ
ループで一つの研究を継続するという
貴重な経験ができます。全国レベルの
研究発表会に出場したとき、聴衆の気
持ちをつかむ話し方や表現方法を追求
したり、質疑応答にわかりやすく答え
る方法を丁寧に指導していただいたり
しました。実験結果が予想外で計画が
見通せず大変な時期もありましたが、
同じグループの人や担当の先生と綿密
に相談を続け、乗り切ることができました。大学でも自分の研究を
人前で発表したり、人と長期間にわたって一つのことをしたりする
機会が必ずあり、またどの仕事に就いても同じです。課題研究で得
られるプレゼンテーション能力やコミュニケーション能力は、将来
研究者になるわけではなくても大いに生かすことができます。
また理数科の体験には、夢や目標を見直す、発見する、具体的に
するチャンスがあります。私が将来何をしたいか具体的にすること
ができたきっかけは、愛媛大学の研究室体験です。農学部の研究室
を２日間訪問し、市販の洗剤をどれだけ薄めたら安全な水になる
か、ミジンコを用いて調べる実験を体験しました。実験で使う単位
はなじみがなく、最初は洗剤の危険性がイメージできませんでした
が、研究室の先生がプールの水何杯分かで表現してくださり、とて
もわかりやすくなったことが印象に残りました。そこで私は将来、
科学を一般の人にわかりやすく発信する仕事に関わりたいと思うよ
うになりました。
大学や海外で研究している人から直接話を伺い、質問できる機会
があるのは理数科ならではです。さまざまな体験に参加するたびに
学びと発見があり、自分の世界が広がるのが楽しくなります。松山
南高校理数科で送るたった一度の高校生活は、他のどれよりも学び
とすばらしい仲間であふれていると思います。

