
高大連携講座（２年６月下旬） 大学訪問研修（２年７月中旬～下旬、大阪府大・近畿大学)

大阪大学　森先生 大阪府大 藤原先生(植生調査) 校内でポスター発表(8/30)

泉北子ども科学教室

果物の香りを作ろう タンポポの雑種解析 高校生が講師・ＴＡ

第一回サイエンスツアー(7～8月、希望者対象) 第二回サイエンスツアー

つくば宇宙センター 夜は宿舎で発表会 神戸どうぶつ王国

科学探究基礎研究発表会

震災体験談を聞く(11月) 磯でのフィールドワーク(５月) １学年選択履修者（２月）

市大理科セミナー(１年８月下旬)

校外研修（1年：野島断層他、２年：天神崎での磯観察)

「課題研究」に向けて―科学的な探究方法について学ぶ―



２学年：中間発表会(11月)

ポスター発表(本校体育館) 口頭発表(大阪府大Ｕホール)

大阪サイエンスデイ（大阪府生徒研究発表会） 大阪府学生科学賞（９月)

ポスター発表(天王寺高体育館） 口頭発表（大阪工業大学） 「カエルの体色変化」最優秀賞

SSH全国研究発表会 日本農芸化学会での発表 高津高校での招待発表

数学１班「ポスター賞」(2016.8) ２年生物２班（2018.3,名城大学) ２年生物６班が発表（2019.2)

科学英語プレゼンテーション ＳＳＨボルネオ合同研修 台湾での合同研究発表会

２学年発表会（２月） サバ大学での交流（8月) 国立彰化高級中学(12月)

「課題研究」の取組―研究成果の発表と英語によるプレゼン―

３学年：課題研究発表会（６月,大阪府立大学)
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巻頭言 

大阪府立泉北高等学校  

学校長  岩﨑 判二 

 

今、社会が大きく変わろうとしています。ＡＩ（Artificial Intelligence）

やＩｏＴ（Internet of Things）、ビッグデータなど第４次産業革命が急

速に進み、自動車は自動運転になり、外科手術はロボットが行い、顧客

の電話対応はＡＩが行うような時代です。私たちが使っているスマート

フォンは、90 年代のデスクトップパソコンの数百倍、数千倍の性能があ

ります。 

このような時代にＡＩ等と共存していくためには、社会の中で人間の

強みを発揮しＡＩ等を十分に使いこなしていかなければなりません。そ

のためには、文章や情報を正確に読み解く力、科学的に思考し活用する

力、そして好奇心と探求力が求められます。  

これから世に出て自分の人生を自分で切り拓いていくためには、単に

教わったことを覚えているだけでなく、「なぜそうなのか」を理解した上

で他に応用できる力を身につけることや自ら疑問を発見し解明しようと

する姿勢が必要です。 

課題研究では、テーマへの思いをしっかり持つことが一番重要になり

ます。「どうしてそのテーマを選んだのか」、「どんなことをやりたいの

か」、「どう役に立つのか」などについて、しっかり考えなければなりま

せん。テーマの着地点を見定めないで発進してしまうと、どこから手を

つけていいか分らなくなり苦しむ結果にもなります。  

本課題研究マニュアルは、課題研究を進める上で必要となる知識を分

かりやすくまとめたものです。探究活動が思うように行かなくなったと

きには立ち返って冊子を開く習慣をつけて下さい。皆さんの探究活動が

実りあるものになることを願っています。 
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第１章 課題研究を始める前に 

 

泉北高校総合科学科では、学科が設立された平成１８年以来、２学年から自由にテーマを設定し

て、グループで「課題研究」を行い、３学年６月にその成果を発表するという取組を行っている。

これから課題研究に始めるにあたって、泉北高校総合科学科では、なぜ「課題研究」に取り組んで

いるのか？ この取組によって皆さんにどのような能力が身につくのだろうか？ 

１．課題研究のねらい ―「課題研究」で伸ばしてほしい能力 

 「課題研究」は何のために行うのだろうか。理科や数学の授業を受けたり、その中で行う実験や

演習だけではいけないのだろうか。授業でも科学・数学の知識や、科学的なものの見方・考え方を

学ぶことはできる。しかし、社会へ出た時に必要となる「課題を見つけて、解決する能力」は、通

常の授業だけではなかなか身につかない。大学や研究所の科学者は未知の法則を発見するために、

企業の技術者は人間に役立つ新しい技術を開発するために、日々、新しい発見を求めて、研究を進

めている。また、どんな仕事をする場合でも、課題を自ら発見し、自分の力で解決することが求め

られる。私たちは、「課題研究」によって、次のような重要な能力や技能を伸ばしてほしいと考え

ている。皆さんもこのことを意識して、「課題研究」に取り組んでほしい。 

(1) 先行研究を踏まえて、課題を設定する能力 

 課題研究では、まず、研究するための「課題」を見つけることが重要である。日常生活や授業の

中で、「なぜ、そうなるのか？」「どうしてだろうか？」といった疑問を持ち、それを解決したいと

思うことがあるだろう。その疑問はすでに解明されているかどうかを調べ、未解決であれば「課題

研究」のテーマにして、自分で解明していこう。その課題が現代社会において、解決すべき重要な

課題であれば、やりがいがある。まず、その疑問がどこまでわかっているかを知る必要がある。 

(2) 情報を収集し、研究テーマにふさわしい実験方法を選択する能力 

新しい発見をするためには、どのような材料を使って、どんな条件を設定して、どのような方法

で実験を行うかという研究計画を立てなければならない。それぞれの課題を解決するために、それ

にふさわしい方法を見つけ出す必要がある。これまで学んできた授業での実験や先行研究を調べ、

文献やインターネット上の情報を収集し、その中から自分たちが設定した課題を解決するための方

法を試行錯誤して見つけ出そう。そして予備的な実験にとりかかろう。 

(3) 課題の解決のために班のメンバーで協力して粘り強く取り組む能力 

授業中の実験は、結果がうまく出るようにデザインされたものであるが、新しい課題を解決する

ために行う実験は、失敗の連続で思い通りの結果が得られることはまずないと言ってもよい。最後

まで結論が得られないこともある。失敗した実験の中にこそ新しい発見が含まれている。班のメン

バーで実験方法をどう改善すればよいか議論し、あきらめずに粘り強く実験に取り組むことが必要

である。それぞれのメンバーの特性を生かして協力して、成果が得られるように努力する過程こそ

が科学的な探究能力を高めるために重要だと言えよう。 

(4) 得られた成果をわかりやすく伝えるプレゼンテーション能力 

得られた研究成果は自分たちだけのものではなく、レポートや論文として発信したり、ポスター

発表や口頭発表によって、広く公表してこそ生きてくるものである。そのためには、成果を誰にで

も理解できるようにわかりやすくまとめて表現することが重要である。発表する経験を積むことに

よって、自分たちの研究成果を確認し、他の人から評価を受けるとともに、プレゼンテーション能

力やコミュニケーション能力を高めることができる。さらに、科学の分野では、英語によって研究

成果を発表しないと評価されない。英語で情報を得たり、研究を発表する能力も高めてほしい。 
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２．課題研究のスケジュール 

 本校の課題研究のスケジュールはおおよそ下表の通り。年度により少し変更されることもある。

なお、１学年時にも「科学探究基礎」を選択履修すると、課題研究に取り組み、高大連携講座や

大学訪問研修に参加することができる。 

年 月 課題研究の取組 

第

２

学

年 

４  

５  

 

６ 全体オリエンテーション→班分け・テーマ決定 

７  

８  

９  

10  

11 ＊上旬：発表要旨(Ａ４判１ページ)作成 
＊中旬：発表ポスター作成 
＊下旬：課題研究中間発表会（体育館でポスター発表） 

12  

１  

２  

３  

第

３

学

年 

４  

５  

６ ＊上旬：発表要旨(Ａ４判２ページ)作成 
＊中旬：発表ポスター・口頭発表スライド作成 
＊下旬：課題研究発表会（大阪府立大学Ｕホール） 

７ 課題研究の振り返り・後片付け 
８ ＳＳＨ生徒研究発表会（全国発表会） 
９ 大阪府学生科学賞への出展 
10 大阪府生徒研究発表会（サイエンスデイ）での発表 
これ以外も様々な学会などで「高校生ポスター発表」。参加希望者は申し出ること。 

  

「課題研究」第２期 

・中間発表会で実験計画を見直し、研究継続 

・学年末に分野別に口頭発表⇒今後の課題を明確化 

大学訪問研修：大学の研究室での

実習を体験する⇒ポスター発表 

「課題研究」第３期 

・研究継続⇒結果のまとめ・考察 

「課題研究」第１期 

・予備実験⇒テーマ確定 

＊希望者は夏休みも実験継続  

・９月以降、本実験開始⇒研究継続 

 

 

分野別オリエンテーション 

(物理・化学・生物・地学・数学・情報) 

⇒各分野の研究内容やテーマを知る 
高大連携講座：大学での研究につ

いて講義を聞く 
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３．研究テーマを決めるために 

最初にしないといけないのが、研究テーマの決定である。よいテーマを見つけたら、研究は半 

分成功といってよい。班のメンバー全員が興味を持っているテーマや、研究結果が社会のために

役立つようなテーマに取り組めば、困難ではあるが意欲は高まるだろう。しかし、最初は興味が

なくてもやっているうちにのめり込んでしまったという人も多い。 

 テーマを考える際に参考になる方法を以下にまとめておきたい。できるだけ独創的なテーマに

取り組んでほしいが、だれもやったことのないオリジナルな研究テーマを考えることはむつかし

いので、とりあえずは、先行研究の中から興味を持った実験をやってみて、その結果から新しい

テーマを見つけ出すという方法もある。このようにしてテーマがほぼ決まったら、予備実験など

でしたり、担当の先生と相談したりして、本校の実験室で可能な研究かどうかも判断してから、

テーマを確定することになる。 

(1) 自分たちでやりたいことを出し合って相談する。 

 まずは、班のメンバーでどんなことをやってみたいかを出し合ってみよう。そのためには、日

頃から興味を持って様々な現象を観察したり、新聞・テレビ・雑誌などを「まだ解明されてい

ない面白い課題はないか？」と考えながら見たりすることが大切である。また、博物館や科学

館などのイベントや、近隣の大学のオープンキャンパスなどに参加してみるのもよい。いくつ

かのアイデアがでてきたら、みんなでキーワードをたくさん書き出して、ブレインストーミン

グによって全員が興味を持って取り組めるテーマを見つけるという方法もある。 

(2) 本校の先輩の過去の研究テーマを参考にする。 

本校には、過去１０数年間に先輩が取り組んできた研究テーマの蓄積（延べ約 400 テーマ）が 

ある。すべてのテーマを巻末資料（p.49～52）に掲載した。これらのテーマは本校で実際に実施

されたものなので、これを参考に相談するとよいだろう。詳しい内容が知りたいときは、後述す

る「課題研究検索システム」(ｐ.８参照)を利用すると、キーワードを入力すると知りたい研究

の「発表要旨」や「ポスター」・「口頭発表のパワーポイント」等を見ることができる。 

(3) 自分が興味を持ったことに関する本を読んで興味深いテーマを選ぶ。 

 これまでに授業で学習してきたことや、教科書や理科の図録からも興味深いテーマをたくさん

見つけることができる。理科の各実験室や図書室にも様々な参考文献がある。また、校外の図書

館に行って探したり、それぞれの図書館のホームページから関連する文献を見つけたりすること

ができる。それらの書籍を読んで、研究テーマを考える参考にしよう。 

(4) 文献やインターネットなどで他の高校生や研究者の先行研究を検索する。 

 適切なキーワードを設定して検索すると、様々な研究論文や研究の概要の紹介を見つけること 

ができる。しかし、ネットの検索ではなかなか思うようなことが多い。キーワードを変更したり、 

いくつか組み合わせたりして探してみよう。必要な場合は英語をキーワードにして検索して見つ 

かる英文の文献などにもチャレンジして、そこからアイデアを見つけ出すと、他の高校生ができ 

ないようなテーマを見つけ出すことができるかもしれない。 

(5) テーマを決定する前に、学校の授業時間内で検証可能かどうかを考える。 

 課題研究でどんなテーマの研究もできるわけではない。「科学探究」という授業の時間内に行 

うものであり、泉北高校にある実験装置や器具を用いて、限られた予算内で行う以上、研究内容 

が限定されるのはやむを得ないことである。また、設備も十分ではないので、安全面を考えてや 

れないものもあるし、生物分野の実験では動物の虐待や人体実験として危険なものは認められな 

い。あまりに大きなテーマだと、検証可能な実験計画を立てることが困難になる。高校生として 

ふさわしいテーマは何かをよく考えることが重要である。 
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37期 冨岡森理さん、水産大学校卒業⇒北海道大学理学研究科修了(理学博士)⇒利尻町立博物館勤務 

① 高校時代の課題研究について 

テーマ「ゼブラダニオは色を覚えるのか」水槽の魚は

そばに人が来ると、一斉に集まってくる習性を利用し

て、ゼブラダニオが赤色と緑色を識別できるかを疑問に思い研究に取り組みました。 

② 課題研究が，卒業後のあなたにどのように役立っているか？ 

課題研究に取り組んだことで、課題を見つけること、仮説を立てて検証するための過程を知ることができ

ました。ここで学んだことは研究のみならず、日常の生活で問題に遭遇した時にも同様の考え方で物事を解

決・対処することができます。 

③ 課題研究に取り組む現役の生徒に伝えたいこと 

研究と聞くと、とても難しいイメージがあるかもしれません。しかし、実際は身近なところにまだ解明さ

れていない、おもしろい事象がたくさんあります。みなさんも実はそのような事象に触れているのかもしれ

ません。日頃、当たり前だと思っていることを「なぜ？」「どうして？」と疑ってみるだけでも、とても勉強

になると思います。楽しんで課題を探してみてください。 

 

44期 羽田菜々子さん、武庫川女子大薬学部在学中 

① 高校時代の課題研究について 

「ナメクジはビールのどの成分が好きなのか」について調べました。「ビー

ルを庭に置くと、ナメクジが集まってきて駆除できる」ことを聞き、興味を持

ち調べました。調べていく中でアセトアルデヒドが好きであるということが分

かりました。また、台湾の彰化高級中学で発表しました。英語が得意でないの

で質問されてもわからず自分の未熟さを痛感しました。でも、台湾でできた友

達にはとても面白い発表だと褒められて嬉しかったことを覚えています。台湾

の高校生の発表は内容も高度で、とてもいい刺激を受けました。台湾に行ったのは今から４年以上も前です

が今でもメールのやり取りをしたり、日本で会ったりなど、とても仲のいい友達が出来たので台湾での研修

は私にとってかけがえのないものになっています。 

② 課題研究が，卒業後のあなたにどのように役立っているか？ 

４回生になり研究室に配属されると、たくさんの患者さんの症例を読んで PowerPoint を用いて発表する機

会が何度もありました。PowerPoint の作り方や発表の仕方は高校時代に課題研究を通し経験していたので、

すごく役立ちました。 

③ 課題研究に取り組む現役の生徒に伝えたいこと 

研究は思うように結果がでないことが多いと思いますが、先生方や班のメンバーと相談しながら楽しむこ

とが１番だと思います。 

 

46期 松岡瑠奈さん、関西学院大学理工学部在学中 

① 高校時代の課題研究について 

月について(主に月の見え方について、どうして月は時間帯などによって見え方が変

わるのかなど) 

② 課題研究が、卒業後のあなたにどのように役立っているか？:  

課題研究で目的などを設定したり実験手順を述べたり書いたりしていたので、大学で実験のレポートや報

告書を書いた時に周りより高い評価を得られることが多いこと。何度も書き直しをさせられるレポートも書

き直し不要で通ったこともあります。 

③ 課題研究に取り組む現役の生徒に伝えたいこと: 

将来どこの大学の学部に進学しても(もしかしたら就職した時にも)、レポートを書かないといけない時が

何度もあると思うので、何を目的にどのような手順でどのような結果を得られたかを相手に伝えられるよう

にするためにも課題研究は大切なものになると思います。初めから完璧にレポートを書ける人はいないので、

高校のうちにある程度慣れることができると有利だと思います。 

 

卒業生からのメッセージ：本校で課題研究に取り組んだ先輩にメッセージをいただいた。 
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44期 石崎祐太さん、大阪市立大学工学部電子物理工学科在学中 

① 高校時代の課題研究について 

「植物の塩分耐性について」：東日本大震災による津波の影響で植物が海水に晒され、高

濃度塩分による被害で成長が阻まれるという問題を取り上げました。塩分に強い性質を持

つマカラスムギを交配させ、より塩分耐性が強い株を作ろうという研究を行いました。 

② 課題研究が、卒業後のあなたにどのように役立っているか？ 

課題研究は自分たちでテーマを決めることができるため、自由度の高い研究に取り組める。立案から実験、 

結果の見通しや結論までの全てを班の仲間と協力して行います。この一連の研究の流れを高校生のうちに経

験できたことは、大学生活でも活かされました。 

ポスター発表や大阪府立大学のホールで、大勢の前で発表をすることなどは、大学へ入っても同様です。

発表をする機会があるというのは本当に貴重なもので、数をこなせばこなすほど上手になります。発表でガ

チガチに緊張したことや、質問を受けても満足な返答をすることができず、準備不足を嘆いたこと。二度と

繰り返さないようにと、自分が安心して自信を持てるまで準備を徹底する様になりました。課題研究発表の

失敗ですら、今の私の糧になっているのです。 

③  課題研究に取り組む現役の生徒に伝えたいこと 

気付いていない方も多いかもしれませんが、皆さんは本当に恵まれた環境にいます。特に理系分野へ将来

進もうと思っている人にとっては、高校生のうちにこれほど良い経験を積む事ができるプロジェクトはなか

なかありません。課題研究を投げ出さず最後までやり遂げてみてください。きっといつかあなたの自信に繋

がります。私は高校生時代、正直言って真面目な生徒ではありませんでした。ようやく受験生になってから、

将来はエンジニアになるのだろうと考えた始めたくらいです。受験勉強を本気でやると決めてからは必死に

頑張りました。受験に、そして甘かった自分に打ち勝ったという成功体験が、私の人生をより良い方向へ変

えてくれるきっかけになりました。大学を 2 年間休学し、328 日間の世界一周旅もしてきました。今後は宇

宙分野で活躍したいという進路も決まり、これからも努力を積み重ねていこうという思いです。 

 

44期 中尾栞奈さん、高知大学理学部卒 

① 高校時代の課題研究について 

「カフェインが動物の行動に及ぼす影響」というテーマの下、コガネグモや

ジョロウグモにカフェインを摂取させ、摂取前後の巣の標本を作製し、形が

どう変化するのかを調べました。クモが手に入らない冬はダンゴムシにカフ

ェインを与え、交替制転向反応に影響があるかを調べました。 

② 課題研究が、卒業後のあなたにどのように役立っているか？ 

大学では、ザトウムシの自切について卒業研究を行いました。ザトウムシはまだまだ生態についての研究

が少なく、大変な道のりでしたが、同時に取り組みがいのあるテーマでした。実は何の縁か、ザトウムシは

クモの仲間なのです。課題研究でクモを扱っていなければ、私はザトウムシと出会っていないかも知れませ

ん。課題研究も試行錯誤の繰り返しでした。その時に培った根気で卒業研究を完遂できたと感じています。

また、卒業研究発表会で研究発表賞を受賞することができたのも、高校生の時、研究の仕方や発表について

先生方から熱い指導を受け、土台を作ることができたおかげです。 

③  課題研究に取り組む現役の生徒に伝えたいこと 

「一生懸命」「根気よく」取り組むとは、先生方からもよく言われていると思います。それらを達成できる魔

法は「楽しむこと」だと私は思っています。自分が感じた「なぜ？」について意見を交わし合う仲間との時

間を、行き詰った時の悔しさを、上手くいった時の達成感を、発表の際の緊張感を、課題研究で感じる・考

える全てのことを、どうか楽しんでください。そうしたら、課題研究が終わる頃には、その経験は高校生活

の中のかけがえのない 1シーンになっていると思います。 
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４．情報の収集 

課題研究テーマを決める際にも、さらに、その

テーマについて研究を進めるための実験計画を

立てる際にも、多くの情報を集めることが必要で

ある。そのための手法をいくつか紹介したい。班

のメンバーと相談しながら、これらの方法で情報

を収集し、ある程度の実験計画を立ててから、そ

のテーマについて、各分野の担当教員と綿密に打

ち合わせることになります。まず、泉北高校では

過去にどのような課題研究を進めてきたかを知

るために、今年確立した「課題研究検索システム」

を活用してみよう。 

 

(1) 本校の課題研究検索システムの活用 

 泉北高校にはＳＳＨに指定されてから１４年間、先輩が研究に取り組んできた課題研究データ

の大きな蓄積がある。これから課題研究に取り組む生徒の皆さんには、ぜひ、この価値ある過去

のデータを用いて自らのテーマ選択に活用してもらいたい。その方法の概要は下図の通りである。 

 

ＬＡＮ教室・ＣＡＬＬ教室等からグループ共有フォルダを開く。 

112-総合科学科 ⇒ ★課題研究検索 の順にフォルダを開き 

 を開く。 

検索シートの↓の入力欄にデータを入力すると、過去の課題研究内容が下部に表示される。 

 

[年][期][分野][タイトル][キーワード]のいずれかに検索文字を入力すれば、それに合致する

過去の課題研究テーマの最終発表時【発表要旨】【ポスター】【パワーポイント】を閲覧するこ

とができる。 

 

たとえば、『生物』分野の課題研究に

ついて調べたいと思った場合、[分野]

の項目に『生物』と入力すれば、左図

のように過去の『生物』分野の課題研

究テーマ・各資料へのリンクが表示さ

れる。 

『生物』分野の研究の中から、『キノ

コ』関連の内容を絞り込みたければ、

続けて[キーワード]に『キノコ』と入

力する事で、左図のように『生物』分

野の『キノコ』を用いた研究を絞り込

み検索することができる。 
 

 

「巨人の肩の上に立つ」とは？ 

運動の法則を発見したニュートンは、細

胞を発見したフックに宛てた手紙の中で、

「私がかなたを見渡せたのだとしたら、そ

れはひとえに巨人の肩の上に立っていた

からです（ If I have seen further it is by 

standing on the shoulders of Giants.）。」

と書いた。どんな優れた研究も先人の研究

成果なしにはあり得ないことを述べたも

のである。皆さんもこれから取組む課題に

関する先行研究を十分調べ、それらを自分

のものにしてから研究を始めよう。 
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(2) 書籍から情報を得る 

 多くの人は、「情報収集」はインターネットが便利だと思っていないだろうか？ 確かに今後

の方針や研究のヒントを得るために活用することは可能だが、その情報は玉石混交でありインタ

ーネットにばかり頼るとなかなか先が見えてこないことが多い。一方、書籍は一定の内容を系統

立てて説明してあるので正しい「知識」が得られるだけでなく、研究の方針まで明示されている

ものも多く有用なことが多い。図書館や理科の各実験室にある文献を大いに活用しよう。 

① 自然科学分野の話題を広く扱っている新書シリーズを読む 

・「ブルーバックス」シリーズ（講談社発行） 

・「サイエンスアイ新書：シリーズ（ソフトバンクパブリッシング発行） 

・その他の新書シリーズには、高校生にも理解しやすい手ごろなテーマのものが多い。 

② 本校の図書室の活用 

 本校の図書室には①にあげた２つのシリーズも含めて、参考になる書籍がある。また、ＳＳＨ

で購入した自然科学関係の書籍がひとつの本棚にまとめてあり、この本棚には、全国のＳＳＨ指

定校の報告書や、それぞれの学校で取り組んだ「課題研究」の要旨集、全国のＳＳＨ指定校が毎

年夏に一堂に集まって研究発表を行う「ＳＳＨ生徒研究発表会」の発表要旨集もある。本校の過

去の「課題研究発表会」の要旨集は理科の各実験室にもある。 

③ 堺市立図書館（http://www.city.sakai.lg.jp）の利用 

 泉ヶ丘駅近くに堺市立南図書館がある。もちろん必要な書籍がここにあればすぐに借られるが、

インターネット上で他館所蔵の書籍が予約でき、しかも指定した館（自宅近くや南図書館）まで

届けてくれるサービスがとても便利。泉北生なら全員図書貸し出しカードを発行してもらえる。

また、地元の自然環境などの関する情報も充実している。 

 

(2) インターネットから情報を得る 

① 高校生の課題研究のテーマや先行研究を知る 

 全国の高校生が「課題研究」に取り組んでいる。最初から大学の研究者の研究論文を読むのは

難しいので、高校生として取り組める課題について知るためには、まず、本校の先輩の「課題研

究要旨集」を見て、次に以下に示すような他の高校の課題研究のテーマやその概要を知るのがい

いだろう。手ごろなものを３つほど紹介しておきたい。これ以外にも、各高校独自にホームペー

ジ上で公開しているものもある。また、図書室のＳＳＨコーナーに他校の「課題研究要旨集」が

あるので、参考にしてほしい。 

・日本学生科学賞 入賞作品検索（読売新聞社）→右下の「過去の入賞作品検索」をクリック 
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https://event.yomiuri.co.jp/jssa/prize/search.htm

 

 

・ＪＳＥＣ 高校生科学技術チャレンジ（朝日新聞社） 

https://www.asahi.com/shimbun/jsec/backnumber.html

   

 

・お茶の水女子大学 サイエンス＆エデュケーションセンター 理科自由研究データベース 

http://sec-db.cf.ocha.ac.jp 

 

 

https://event.yomiuri.co.jp/jssa/prize/search.htm
https://event.yomiuri.co.jp/jssa/prize/search.htm


 - 11 - 

 

② 学術論文などの検索 CiNii（国立情報学研究所）http://ci.nii.ac.jp/ 

 CiNii とは、国内で発行された学術論文が検索できるデーターベース、一部の論文は本文を見

たり、印刷することができる。ただし有料のものがあるので注意が必要。 

 
 

③ Webcat Plus(国立情報学研究所)http://webcatplus.nii.ac.jp/ 

 Webcat Plus は、国立情報学研究所（NII）が提供する無料の情報サービス。江戸期から現代ま

でに出版された膨大な書物を検索できる。探す対象の書籍名や著者がわからない場合でも自分の

調べたいキーワードを入力するだけで、それと関連性の高い図書を探し出してくれる「連想検索」

機能があるので便利。さらにその内容を絞り込んでいくことによって目的の書物にたどりつける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webcatplus.nii.ac.jp/
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５．実験計画の立案 

(1) 実験計画書の作成 

 研究テーマが決まれば、班のメンバーで相談して、実験計画書を作成する。計画書には実験を

どのように進めていくかを具体的に書き、実際にそのテーマで研究を進めていけるという内容を

示さなければならない。右下に「実験計画書」の様式をあげた。以下のような項目を書いて提出

することになる。 

① 班員と班長：本校では原則としてグル―プ研究なので、２～５名で１つの班を作る。 

② 研究テーマとそれを選んだ理由（以前の本校の研究を引き継ぐ場合はどこが違うか） 

③ そのテーマに関する先行研究の内容や現時点でわかっていること 

④ 実験計画：現在考えている実験の計画をできるだけ詳しく書く（この内容で可否を判断） 

⑤ 実験に必要な材料と入手方法・学校から貸してほしい器具や薬品・購入希望物品 

これらを記入して担当の先生と相談する。不十分な点については書き直しを指示されるだろう。

何度か書き直して再

提出をし、最終的にＯ

Ｋがでれば、実験を始

めることができる。 

＜研究の開始＞ 

研究開始は早くて

も第２学年の６月後

半からとなる。この期

間に予備実験を行っ

て、研究の方向性をつ

かむことが重要だ。す

ぐに夏休みを迎える

ので、その間に先行研

究を調べたり、近隣の

大学や研究機関に出

かけて行って、アドバ

イスを受ける好機で

ある。また、意欲があ

る班は先生と相談し

て夏休み中に集中的

に実験を進めること

も可能である。 

最終的な発表会ま

での１年間は長いよ

うで短い。授業時間だ

けではなく、放課後や

昼休み・休日も活用し、

部活動との両立がで

きるように計画を立

てて班のメンバーで

協力して進めること。 
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(2) 科学的手法による探究活動の流れ 

「研究テーマの設定」や、「実験計画書の作成」について述べてきた。これらは、探究活動を

進めて行く上で重要な過程である。ここでは、科学的な手法による探究活動の流れについて、チ

ェックすべきポイントをまとめておきたい。よく確認して今後の計画を考えよう。 

 

課題(研究テーマ)

を設定する 

設定する課題の条件：①興味・関心の強さ、②泉北高校の課題研究で

実施可能か(場所・材料・期間)、③社会的価値や生命倫理上の問題は？ 

  

先行研究や課題に

関する情報収集 

①泉北高校での先行研究、②他校や研究者の先行研究、③書籍 

④科学・学術雑誌や報告書、⑤ウェブサイトの情報、⑥先生の助言 

  

仮説を立てる 
①科学的な観察や先行研究に基づいている、②仮説を否定する帰無仮

説を立てられる、③条件の制御が可能な範囲で実験的に検証できる 

  

実験計画を立案

し、実験を行って、

データを収集 

①仮説が検証できる実験計画、②実験の準備（生物・薬品・器具） 

③使用する測定機器や実験装置、④データの種類や収集方法、 

⑤条件設定(対照実験)、⑤サンプル数・サンプリング方法・測定誤差 

  

結果を図表にまと

めたり、分析する 

①測定結果の生データをまとめた表や記録写真、②生データを処理し

てまとめる(平均など)、③データの傾向や特性を示す図表の作成 

  

実験結果を考察

し、仮説を検証 

①実験データの分析に基づいて、仮説を検証する。 

②仮説が支持されるか棄却されるかを統計学的に検定 

     

結論１：「仮説は誤り」 

⇒新たな仮説を設定

⇒再び研究計画立案 

 結論２：「仮説が正しい」 

結論３：「仮説の一部は誤り」 

⇒仮説の一部を修正する。 

 ポスター発表や口頭発

表で成果を報告する。 

⇒研究論文を作成 

 

 

(3) 実験計画書のチェックリスト 

実験計画を立てたら、下記の項目をそれぞれチェックして、次の段階に進むようにしよう。 

① 研究テーマの設定： □少しでも独創性があるか？ □学校で利用できる設備で実行可能か？ 

□１年間の研究で結論がでるか？ □安全面や生命倫理面で問題はないか？ 

② 先行研究やテーマの背景の把握： □テーマに関する基礎知識があるか？ □先行研究にあた

っているか？ □必要な器具や実験生物が確保できているか？ □検証可能な仮説か？ 

③ 実験計画の内容： □実験や調査の手法は適切か？ □必要な予備調査が計画されているか？

□実験条件の設定が適切か(対照実験が含まれるか)？ □実験回数やサンプル数が適切か？ 

④ データの収集方法： □収集を予定しているデータの種類は適切か？ □データの取集方法(測

定方法や測定器具)は適切か？ □データの記録方法や精度(測定誤差)が考慮されているか？ 
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６．課題研究を進める上で注意すべきこと 

 「課題研究」を成功させるために、注意してほしいことをいくつか書いておきたい。 

(1) タイトルは抽象的なものではなく、その研究内容をよく表す具体的なものにする。 

たとえば「シャボン玉が割れる前に様々な色が見える現象」に興味を持って研究する場合に、

最初は「シャボン玉の色について」というテーマで研究を始めてもよいが、研究を進めて行き、

その色はシャボン玉の膜の厚さによって、干渉色が変化するためであることがわかってくると、

「シャボン玉の膜厚変化による干渉色の変化」というテーマの方が内容をよく表していることが

わかる。このように、単に「○○について」「○○の研究」ではなく、「○○による▽▽の変化」

「○○が△△に与える影響」のようにわかりやすく表現することが重要である。 

(2) 中間発表会などを活用して、途中で結果をまとめて他の人に説明を聞いてもらう。 

研究を進めていくと、自分たちだけの独りよがりの解釈でいいと思ってしまうことがよくある。

中間発表会などで、研究結果を人に説明するためにまとめてみてはじめて、問題点に気づくこと

が多い。発表してみて、間違いを指摘されて、考えてきたことに矛盾があることがわかったりす

ることもあるだろう。それらをもとに、研究計画を見直して、軌道修正することが重要である。

発表中の議論で、想定外の指摘を受けて、研究が進展することもある。 

(3) 課題研究をする時間を確保し、班のメンバーで協力して進める。 

本校では、課題研究は２学年の「科学探究Ⅰ」（２単位）と３学年の「科学探究Ⅱ」（１単位）

で実施することになっている。時間割では２学年のＡ週火曜日の４～５限と、Ｂ週火曜日の５限

に、３学年では発表会までは毎週月曜の５限に実施（時間割変更に注意）することになる。しか

し、これだけでは実験を進める時間としては十分とは言えない。その時間内に実験が終わらずに、

放課後も継続したり、事前に準備が必要になり、その前の日曜日に準備をしたりすることもある

だろう。また、１日集中してデータを取る必要があるテーマもある。また、動植物を使う実験な

ら、交代で２～３日おきに水やりやエサやりをする必要がある。このようにテーマに応じて、実

験の時間を確保することが必要である。部活動で休日も来る人はその時に分担もできるだろう。

班のメンバーで相談して計画的に進めてほしい。そのためにも、いつ、だれが、何をしたかを１

冊の「研究ノート」に記載しておこう。そこへ、次の担当者への伝言を書くこともできる。 

(4) 実験を行う場合は常に安全に配慮し、生物実験では生命倫理を考慮する。 

実験には常に危険が伴っている。実験を行うときは、必ず担当の先生に連絡をして、先生の指

示に従ってやるようにすること。勝手な判断で進めてはいけない。特に、ガスバーナーなどの火

気を用いる実験や危険な化学物質や薬品を用いる実験は、先生の指導のもとで行うこと。また、

生物実験でも微生物を培養したりする場合に、危険な細菌が増殖している可能性があることも考

え、シャーレのふたを安易にあけたりせず、実験終了後の培地はオートクレーブで滅菌してから

処理をしないと、感染症を拡大させる恐れがある。実験の際に白衣やゴーグルの着用，実験机や

棚の整理整頓も安全上大事な要素である。薬品などの廃棄に関してはそれぞれの規定があるので，

先生の指導のもとで規定通りに行うこと。また、人をはじめとする脊椎動物を対象とする実験で

は、実験動物に苦痛を与えない実験であることが必要である。 

(5) 実験を進める際には研究倫理に留意する。 

スタップ細胞の研究で大きな問題になったように、研究を進めるうえで決してあってはいけな

いことが「研究不正」である。他の人が発見している現象を自分が見つけたかのように記載する

「盗用」はいけないのは言うまでもないが、実験データのうち、条件が違ったからといって、不

都合な結果だけを削除する「改ざん」などはおちいりやすい不正である。実験方法についても、

先行研究を参考にした場合はその旨を記載し、他の人の書いた文やデータを引用するときは、そ

の執筆者と文献の書名、発行年などを明記する必要がある（45 ページ参照）。 
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第２章 課題研究の進め方 

 

１．物理編 

（1）物理学とは 

物理学とは何を学ぶ学問だろうか。字を追うと“物（もの）”の“理（ことわり）”の学（まなび）

と書いている。“理（ことわり）”とは、物事の筋道や理由のことで、自然界で起こっている出来事が

どのような因果関係で起こったかを、筋道を立てて論理的に記述していく、そういったことを学んで

いくということが物理学といえる。どんなに複雑に見える現象でも、よく観察してその根底にある基

本的な法則を見つけてみると、それらはいくつかの基本原理から説明することができる。また、不思

議に思われる現象も物理の法則をもとによく考えると、その謎を解き明かすことができる。物理とは

そのような法則を見い出し、いろいろな自然現象をいくつかの基本的な原

理から出発して論理的に説明する科学である。 

物理の授業では、先人たちが発見した法則や原理原則、先人たちが解決

した問題の答えや理論を体系化された形で順序よく学んでいく。物理を基

礎とする自然科学の進展は近年、科学技術の急速な発展をうみ出した。科

学技術の進歩によって私たちの日常の生活は、この上なく便利で快適なも

のになっている。その科学技術を根底から支えているのが物理学であり、

現代の科学文明の中で生きる私たちにとって、物理の正しい知識を持ち、

身の回りのいろいろな現象の起源を正しく理解することは、科学技術の恩

恵を享受するうえで非常に大切なことである。 

 

（2）なぜ課題研究をするのか ～物理の課題研究を通して得られるもの～ 

それでは、物理の勉強だけして、わざわざ課題研究などしなくても良いのではないかという疑問も

わいてくる。その疑問を解決するために勉強と研究の違いについて考えてみたい。 

ここでいう物理の勉強とは、理解を深めるために答えのわかっている演習問題を解いたり、先人た

ちがやった実験を再現してみたりして、さまざまな発見や発明を追体験して学ぶことである。そこに

は、決まった答えがあり、解法にそって解き進め、手順書にそってすすめると、それらしい答えや結

果にたどりつくことができる。言ってみれば、舗装された道路で信号のある道を制限速度に従い、カ

ーナビで示された通りに進むようなものである。目的地が決まっており、安全に進行するには、確実

な進み方である。 

それに対して、基本的に「答えのわかっていない問題」に取り組み、ときには、答えがあるのかど

うかさえわからないテーマに挑むというのが研究である。目的の地点にたどり着くために、どの道を

進めば良いか考え、ときには、道なき道を行き、その道が目的地に通じているかどうかもわからない

状態で、それでも、目的地に近付いていることを信じ進んでいく。それが研究である。 

全員が最終的に研究者になることを目指しているわけではないのに、なぜ、課題研究をやらなけれ

ばいけないのか、と思う人もいるだろう。しかし、いわゆる勉強だけしかしなければ、学校では良い

成績であったとしても、社会に出てからうまくいかず苦労する。それは、社会に出てから、直面する

であろう出来事を想像してみると、良く分かる。たとえば、社会に出ると「今までにない新製品を開

発する」というような問題、あるいは、「従来なかったサービスを提供する」「未来を予測して、仕事

を展開する」というような前例のない、答えのわかっていない問題に直面する。新製品の開発に手順

書など存在せず、未知のことに取り組むことが社会では要求される。そんな困難に出会ったときに役

に立つのが「課題研究」の経験である。高校の物理の課題研究では、問題集の演習問題のように簡単
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には答えが得られないことがほとんどであるが、自分自身で、先行研

究を調べ、仮説を立て、できるだけの設備や機材を準備し研究を進め

ていく。失敗をしてさらに、もう一度、実験を計画して、装置を設計

し、調整に四苦八苦した後、信号が予測したような形で得られないと

きも、状況証拠を集めて原因を推理し、新しく仮説を立てて事実を明

らかにする。うまくいかない理由には、機材や実験設備の問題もある。

あるいは、物理を習い始めたばかりのため理解不足というものある。

最初に設定したテーマがそもそもうまくいかないものだったという可

能性もある。それでも、実験を計画して、装置を設計し、調整に四苦

八苦した後、予測した通りの条件で信号が検出器に入ったら、とても

嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。この喜びは何物にも代えがたい。何を研究したか、どんな研究成果を

あげたかが大事なのではない。研究を通して、目標に到達するためにどのような戦略を立て、どう問

題を解決したか、壁や困難にぶつかったときには、それをどう乗り越えたかという経験が、人生にお

いて最も重要で、今後の人生に活かすことができる経験であり、この経験ができるのが、研究であり、

高校での課題研究なのである。 

物理の壁は厚くて高い。しかし、それを乗り越えたときに見える景色は、間違いなく人生をかえて

くれるだろう。 

 

 (3) 課題研究を進めるにあたって 

説明を始める前に、ノーベル物理学賞を受賞した朝永振一郎の言葉を紹介し

ておく。 

『物理ゲームのルールとして「観察事実によりどころを求めつつ自然の法則

を追求する」と言ったとき、「観察事実から出発して」と言っていないのは、わ

れわれは必ずしも全くの白紙状態で観察や実験を始めるわけではないからです。

よく行われることですが、何か一つの考えが先にあり、それに拠りどころを与

えようとして観察や実験を行うこともありますし、またそれは当然でもあるの

です。』 

 

① 疑問の発見 

身の周りで「不思議！」、「なぜだろう？」と感じたことを思い返

してみてほしい。「なぜ副虹は主虹を反転した状態になるのか？」、

「救急車のサイレンの音は、近付いてくるときには高くなり、遠ざ

かるときには低くなるのはどうして？」など。日頃ほんの僅かでも

『周りで起きる現象と自分の心の声に気を配って』いれば、案外た

くさんあるはずである。 

② 先人の知恵を調べる 

さて、いくつかの疑問を見つけられたとして、ここからはその疑問の解決に移るとする。自分ひと

りですぐに「さあ仮説だ！実験だ！」と意気込むのもよいが、まずは『調べる』ことから始めよう。

巨人の肩に乗るのである。教科書・本・誰かの先行研究・インターネット等でよく調べ、疑問の答え

が見つかればラッキー。見つからなかった場合？ 実はそれは、もっとラッキーである！ なぜなら、

その疑問は今まで誰も思いつかなかった、若しくは思いついたとしても誰も証明することができなか

ったということなのだから。自分が、その現象の謎を解く「第一人者」になれるチャンスを掴めると

いう意味でも、この『調べる』という過程は重要なのである。 
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③ 論理的省察による仮説の設定 

次に、疑問を実証していく段階に入ろう。まずは仮説を立て、

それを省察するところから始まる。例えば、救急車のサイレンの

音の高さが変わる理由を調べてもどこにも答えは見つからなかっ

たとする。この理由を自分なりに精いっぱい考えた結果、「救急車

は、人に近付くときは高い音を出し、通り過ぎた後は低い音を出

すような仕組みになっているから。」という結論に至ったとする。

これは正しいか？ もしこれが正しいとするならば、Ａさんと、Ａ

さんから 100 ｍ後方にいるＢさんとの間を救急車が走っている

とき、救急車は２種類の高さの異なる音を出すことになってしま

う。よって、この仮説は、よく考えれば(それほど深く考えなくて

も)、正しくない。これからわざわざ実験をして検証していくのである。実験前に立てる仮説は、『誰

が聞いても「正しそうだ！」と思える』ものでなければならないだろう。 

④ 実験的例証により説明する 

いよいよ実験による検証の段階である。サイレンの音の謎について、「近づいてくるときの音の振動

数は大きくなり、遠ざかるときの音の振動数は小さくなる。振動数の変化は、音源の移動による波長

の伸び縮みによって起こり、救急車が速いほど変化は大きくなる。」と考えたとする。こう考えた場合、

近付いてくるとき・遠ざかるときの音の振動数と、救急車の速さの関係を『実験で』誤差の範囲内で

「定量的に」一致することを示せば、ほとんどの人は納得するだろう。 

「ほとんどの」と言ったのは中には疑り深い人もいるから

である。そこで、その説明が正しいとするならば、他にどん

な事が起こるはずか考える。そして実際にその事が起こるこ

とを実験的に示す。上の例でいえば、音源が動くことで波長

の伸び縮みが起こることが正しければ、仮に救急車の速さが

音速を超えた場合には、どうなるか。違いが生じるはずであ

る。速さが音速を超えないときと超えるときを比べてみて予

想通りなら、この研究結果を否定する別の実験的証拠でも見

つからない限り間違いないと言っていいだろう。 

⑤ 泉北高校では 

ちょっとやる気に燃えてきたところへ水を差すようで悪いが、実は泉北高校では物理課題研究は他

の分野に比べて少しハンデがある。それは、物理を習い始めたばかりということだ。学力が不足して

いるという意味もあるが、それよりも、物理分野の何故？を見つける目がまだ十分にできていない状

態で課題研究のテーマを決めなければならない、というハンデだ。これまでの経験から言うと、君た

ちがやりたいというテーマは、「そんなこと高校物理の教科書で十分説明されてしまうよ」というレベ

ルか、「ちょっとそれは難しすぎる。大学でも難しいよ」というレベルのテーマが多い。その中間の「高

校生でも背伸びすれば何とかなるよ」というレベルが課題研究には一番いいのだが、なかなかそのレ

ベルのテーマを選んでくれない。また、実験設備の面でも高校では限度がある。 

というわけで、物理課題研究はテーマ決めのやり取りがかなり続くと思ってもらいたい。また、「こ

の本を読んできなさい」、「この分野の勉強をしなさい」という指示を出されることもあると思ってい

てほしい。例えばテーマとして竹トンボや紙ヒコーキを選ぶ人が毎年いる。「空中を飛ぶ」ということ

が君たちの興味を引くのはよくわかるのだが、高校物理では空気抵抗は無視して計算することを知っ

ているだろうか。すなわち高校物理の範囲では飛行機は絶対飛ばない。「飛ぶ」関係のテーマを選ぶと

いうことは、「私は高校レベル以上の物理を勉強します」という意味になると思っておいてほしい。 
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２．化学編 

 

～課題研究オリエンテーション～ 

（１）化学分野の課題研究について 

化学分野の課題研究といわれて、君たちはいったいどういうイメージを持つのだろうか？新素材

の開発、新しい化学合成法の発明、より簡便な実験器具の作成、等々どれも達成できればすばらし

いことであるし、化学系のコンテストでも入賞間違いなし、場合によっては何かの特許が取れるか

もしれない。しかしよく考えてほしい。これから課題研究を始めようとする君たちがいったいそれ

ほどの化学的な知識や経験を有するのかを？ 

まずは、身の回りを眺めてみよう。我々の周りには「モノ」があふれている。これらのモノは多

くの場合人間や生物が「新たに作り出した」「モノ」である。これらの「モノ」を作り出すときに

絶対に必要になるのが「科学」、その性質が大きく変わる場合「化学」的手法は欠く事ができない。

例えば、我々が普段着用している衣服を作るためには「繊維」が必要だが、羊毛（ウール）や綿（コ

ットン）などを除けば、大半は石油（の成分の一部）からつくられている。（これを石油化学工業

という）。また、料理をすることはすなわち基本的には食材の化学変化を期待している。味噌汁は

味噌を加えるだけだと思ったら、その味噌は大豆をうまく加工することでできているし、しょうゆ

やお酒の製造も基本的には化学変化（発酵）を利用していることを忘れてはならない。 

 とにかく何か「実験」を始めてみることから始まるのではないだろうか？ 

 

（２）課題研究のねらい 

① 課題の明確な設定 

② 先行研究を踏まえた課題の設定 

③ 課題解決に相応しい方法の選択 

④ 課題達成のための綿密な計画の検討 

⑤ 情報収集力とプレゼンテーション力 

 

（３）研究テーマについて 

① 日ごろの疑問点やテレビ等で興味を持った分野から研究テーマを見つける。 

② 教科書や書籍あるいはインターネット等で見つけた疑問点や、発展的な実験を参考にする。 

③ 比較研究（先行研究で用いられたものの材料や方法等を変える）。 

④ 博物館や科学館などのイベントに参加する。 

⑤ 先輩の研究を引き継いで行う。【巻末資料：これまでの課題研究のテーマ例 を参考】 

⑥ 興味分野の似た者で集まって調べたいことを列挙しながら、テーマを具体的にする。 

⑦ １年間で、自分たちでできる課題かどうかを検討する。また、独創性のない単なる「調べ学習」

に終わっていないかどうかも検討する。 

⑧ 人体を使った実験や大掛かりな研究装置が必要なものは避ける。 

⑨ 化学薬品はどんなものでも「危険である」という認識に立って、薬品を保管・管理して実験が

行えるかどうかを考える。 

 

    ☞ 犯罪に利用された例 

      硫酸事件 ３０歳逮捕（２０１５年４月７日朝日新聞 より） 

      内容抜粋：硫酸かけられ軽傷、衣類にも穴を開けられた、という事件が数件発生した。 
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～課題研究（化学実験室）を使用する際のルール～ 

 

化学実験のための基本的注意 

化学実験は危険を伴うものである。どんな小さな実験でも油断をしてはならない。事故は、その

物的や肉体的な被害と同様に精神的な打撃が大きい。自分を傷つけ、他人までも巻き込むことを

考えると、事故を起こさないためのどんな努力も怠ってはならない。 

①常に実験の危険度を想定して対処すること。 

事故は予知できないが、危険度は予知できる。文献であらかじめ調べ、先生の指導から危険度

の予知を行うことはできる。 

②先生の指示に従い、無理な実験をしてはならない。 

無理なスケジュールや不備な装置による実験は事故のもとである。実験には無理は禁物である。

とりわけ、先生の許可していない単独実験は絶対に行ってはならない。 

③実験には周到な準備が必要である。 

薬品はよいか。装置はよいか。実験着・保護具は適切か。換気はよいか。 

④事故発生時の対策を点検しておくこと。 

緊急時に止める元栓、装置のスイッチの位置と操作法の確認はしたか。 

⑤実験の後始末をおろそかにしてはならない。 

使用試薬瓶の置き場所、実験装置の片付け、洗浄した器具の置き場所は理解しているか。廃液・

廃棄物質を先生に相談せず、勝手に捨てていないか。 

 

（４）課題研究中の約束事 

  ① 必ず白衣・安全ゴーグル着用の上、

ネームプレートを付けて、必ず複数

人で実験を行う。 

  ② 実験手順等、その日の内容をノー

トに記録する。（右記例） 

    日付、メンバー（その日来ていた）、

使用器具、使用試薬（質量および物

質量）、実際に行った実験手順など、

班以外の人が見ても同様の実験が行

えるようにわかりやすく記入する。 

  ③ 放課後、休日や祝日などの授業時

間外で行う時は、前日までに指導教

員の許可を必ず得たうえで、付き添

いをしてもらうこと。 

  ④ 事故などが起こった場合は、必ず

教員に連絡し、指示を受けること。 

   例 ・ガラス器具を割ったとき 

     ・やけどや怪我をしたとき 

     ・薬品が燃えだしたとき 

・薬品に触れたり、薬品が目に 

入ったとき 

     など  
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（５）実験室・薬品庫の利用について 

  ① 実験は、安全第一に実施。（ガス、電気等使用の確認を必ず行うこと） 

  ② 実験に使用したガラス器具は水洗いの後、薬品庫窓際に返却する。 

    その他の実験器具（温度計やゴム栓等）は、元の場所へ返却する。 

  ③ 基本的に使用する薬品は薬品庫より探して使用する。 

・薬品棚には鍵をかけているので、取り出す際は指導教員に声をかけること。 

・使用量等必要事項を『薬品管理記録ノート』に記入し、所定のかごに返却すること。 

     ・授業で使用する薬品もあるので、実験使用量は事前に確認しておくこと。 

  ④ 毎回、用いる分のみの調製をすること。ただし、調整後の薬品などを冷蔵庫で保管するとき

は、必ず指導教員に指示を受けた後、マジック等で班名と日付を表記して保存する。 

・反応液や生成固体を保存したい場合、反応液は試薬瓶を、固体・粉末はシャーレを用い

て保存すること。試薬瓶が必要な場合は声をかけること。 

 

（６）廃棄について 

  試薬などを捨てる時は、必ず処理の方法を確認すること。そのまま水道に流したり、ゴミ箱に捨

てることができない試薬などがある。 

 

（７）消耗品について 

  実験に必要な化学薬品等は用意するが、綿花やサランラップ等の日常的な消耗品は、各班で用意

すること。 

 

～課題研究に対する心構え～ 

（８）教科書や図表を活用する 

冒頭で述べたように、研究を行う上では知識も必要である。授業で学んだことだけを使って研究

を行うのは非常に難しい。どれだけ身近な物質を扱っても知らないことが山のようにある。インタ

ーネットではなく、まずは教科書や図表を活用してみよう。無味乾燥に見える図表などでも意外な

ヒントを得られることがある。色の変化やエネルギーの発生や吸収、見たことはあるがその中身は

よく知らなかったものなどについて写真入りで詳しく解説されている。もちろんまだ授業で習って

いないことが大半だが、別に習っていないことでも興味を持ってやれば授業で聞くよりもはるかに

理解が早いこともあるのだ。 

 

（９）実験結果をどうするか 

いくら時間をかけてたくさんの実験をしたとしても、その結果をまとめて発信しなければただの

自己満足に過ぎない。科学的な結果は信頼できる数値データで示すのが最も良い。そのためには、

再現性が重要になってくる。同じ条件で何度実験をしても同じ結果にならなければ、偶然の結果と

言わざるを得ない。これを怠ると、場合によっては、嘘を発表してしまうことになる。（発表資料

は、ずっと名前と共に残る） 

また、色の変化も言葉での説明には限界がある。写真を使って説明すればある程度伝わるかもし

れない。しかし、どのような傾向にあるかなどを議論するには、やはりその色を数値化すると考察

しやすいし、何より説得力が増す。 

実験の目的を常に明確にし（←途中で方向転換することもあり得る）、実験結果から何が分かっ

たのか、また、それはどのような理由によって起こったのかを考えることがとても重要である。 
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３．生物編 

 

(1) 生物分野の研究テーマについて 

研究テーマの決め方については、すでに第１章で述べたが、ここでは生物分野での研究テーマに関 

して書いておきたい。これまで本校で先輩が取り組んだ 13年間の課題研究の主なテーマを、実験に用

いた生物の種類別に１つの表（p.20）にまとめたので、参考にしてほしい。これらの研究については、

課題研究検索システムを使えば、「発表要旨集」や「発表ポスター」を検索して見ることができる。テ

ーマがほぼ決まったら、生物の入手法も考えて「実験計画書」を作成して、担当の先生と相談し、本

校の実験室で可能な研究かどうかも判断の上、テーマを確定することになる。 

①  本校の先輩の過去の研究テーマを参考にする。 

過去 13年間に先輩が取り組んだ研究テーマの蓄積がある。生物分野では実験に用いる研究対象の

生物を何にするかが重要である。その点で、過去に本校で使ったことがある生物は、先輩のおかげ

で飼育・栽培方法が確立しているので、本校で取り組むことができると考えてもよいだろう。 

② 生物に関する本を読んで興味深いテーマを選ぶ。 

  これまでに授業で学習してきたことや、教科書や生物図録からも興味深いテーマをたくさん見つ

けることができる。生物室にある「生物実験書」や、図書館の生物関係の書籍を読んで、その中か

ら研究テーマを考える参考にしてみよう。 

③ インターネットで他の高校生や研究者の研究を検索する。 

  適切なキーワードを設定して検索すると、様々な研究論文や研究の概要の紹介を見つけることが

できる。しかし、ネットの検索で目的の情報を得ることは難しく工夫が必要である。また、必ずし

も正しい情報ばかりではないので、複数の情報で確認するなど、注意が必要である。 

 

(2) 実験に使う生物の選定と入手 

 生物分野の実験では、「生きている状態の生物」を実験材料に使うことが多い。生物を入手して飼育・

栽培しないといけない。どのような生物が使えるかは、20 ページの表を参考にしてほしい。ここでは、

それぞれの生物を使う場合の注意点をまとめておきたい。また、多くの生物が活動しない冬に実験を

する場合は、実験に使う生物の種類を変更するか、温度を一定に保てる恒温器内で実験を行うなどの

工夫が必要となる。 

① 微生物：実験材料として入手しやすいのは、学校で教材用に飼育しているゾウリムシやミドリム

シ、市販されているヨーグルト（乳酸菌）・イースト（酵母）・麹（コウジカビ）などがある。その

他、ビオトープ池（下の写真）でプランクトンを採集、購入したキノコから菌糸を培養することも

できる。細菌や菌類の培養にあたっては、オートクレーブやクリーンベンチを用いた無菌操作が必

要になってくる。また、培養中に有害な微生物が混入して、それらを増殖させてしまうと危険なの

で、注意が必要である。先生とよく相談すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ゾウリムシ   培養中のコウジカビ    培養したシメジ       ビオトープ池(８月) 

 



- 22 - 

② 植物：実験に使う植物は、種子や苗を購入したり、野外の植物

を採取したりして栽培するか、果実や野菜を購入して材料とする

などが考えられる。種子を育苗ポットにまいて、発芽したものを

植え替えて水と肥料を与えて栽培するというのが一般的な方法

であるが、言うまでもないが、明るい場所に置いて水を忘れない

で与えることが必要で、それができないと枯れてしまう。園芸用

の土壌だけではなく、研究テーマによっては有機物や栄養塩類を

含まないバーミキュライトや川砂などを用いることもある。 

②  動物：一番管理が難しいのが動物である。野外の動物（アリや 

カラス・クモ・ダンゴムシなど）をそのまま観察することもで 

きる。また、学校で飼育している動物（ゾウリムシ・メダカ・ 

ウコッケイ・マウスなど）を使うのは比較的楽だが、野外の生 

物を採集してきて、それを飼育しながら実験を行っていく場合 

は、それぞれの動物に合わせた飼育方法をマスターしないと、 

実験を始めるまでにその動物が死んでしまうこともある。実験 

に使う時だけ採集するが簡単である。たとえば、 

アマガエルやクモは生きた餌しか食べないので、 

その餌を飼育することが必要になってくる。いろ 

いろ工夫して動物を使った実験に取り組んでほし 

い。また、脊椎動物を扱う場合は、基本的には観 

察だけにとどめ、それらの動物に苦痛を与えるよ 

うな実験はしてはいけない。また、ヒトをテーマ 

にした実験も考えられるが、健康や安全面に十分 

注意することが必要である。 

 

(3) 生物室にある実験器具・装置 

実験に用いる器具や薬品についても、泉北高校の実験室で使用可能なもので工夫をすることを考え 

なければならない。予算の範囲内で課題研究に必要な物品を購

入することができるので、購入してほしい物品があれば先生と

相談すること。代表的な実験器具を紹介しておきたい。 

① ビーカー・三角フラスコなどのガラス器具……生物実験室 

の後ろの衣装ケース内にサイズ別に保管している。必要なもの 

を取り出して、自由に使ってもよいが、使用後はよく洗ってプ 

ラスティックかごで乾かすこと。これら以外に、シャーレや試 

験管、駒込ピペットやメスシリンダーなども同様である。 

② 恒温室や恒温器……温度条件を変えて実験をしたいときは、恒温室 

 (生物準備室内,夏は 25℃、冬は 20℃に設定)や恒温器(２台は自由に 

 温度が設定できる。あとの２台は室温より高い温度に設定できる)を 

 使うこと。他の班も使っている時は、設定温度を勝手に変えないで、 

 必ず相談すること。  

③ オートクレーブ（高圧滅菌器）やクリーンベンチ……実験器具や微生 

 物用の培地やピンセットなどの実験器具はオートクレーブや乾熱滅菌機 

 で殺菌し、微生物などを培地に無菌的に移すときはクリ－ンベンチを使う 

栽培中のエンドウ 

 

飼育中のパンダマウス 

 

アホロートルの幼生 

 

アマガエルと 
餌のシロアリ 

生物実験室のガラス器具 

栽培中のエンドウ 

 

生物実験室の恒温器 
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 必要がある。 

④ 分光光度計……溶液中の化学物質の濃度を測定したいときに 

 用いる。指示薬で発色させて、その色の濃さを測定。 

⑤ その他、ｐＨメーターや糖度計、デジタル計量器(質量を測定) 

 や顕微鏡(写真撮影可能)・ビデオカメラなどもよく使われている。 

 

 

(4) 生物分野の実験計画の立案について 

 次に、実験計画を立てる際に留意してほしいことをまとめておく。 

① すぐに本格的な実験に取りかかるのではなく、計画した実験方法や条件でうまくいくかを確かめる 

 ために予備実験を行う方がよい。予備実験ではかなり極端な条件設定をして、本実験のめどを立てよ 

 う。例えば、酸性雨が植物に与える影響の研究をするなら、ｐＨが５とか６だけではなく、酸性度が 

きわめて高いｐＨ３の条件も加えたり、場合によればアルカリ性（ｐＨ８～９）も比較のために行っ 

てみるとよい。もちろん、中性（ｐＨ７）の条件は、対照実験として必ず行うことが必要である。 

② 実験計画では、何段階の条件を設定するかをよく考える。例えば植物の成長に及ぼす環境条件の影 

 響を調べる場合は、肥料の標準濃度が０.１％なら、それより薄い０.０１％とそれより濃い１％の３ 

 段階は設定することが必要だろう。ここでも、対照実験として、０％（水だけ）が必要であり、でき 

 れば、さらに０.００１％を加えたり、もっと細かく０.１％を基準に、０.２％、０.４％、０.８％ 

 と濃くしたり、逆に０.０５％、０.０２５％、０.０１２５％と薄くするとよい。このような条件の 

 化学肥料を作成する際には、まず、最も濃い濃度の肥料、例えば、０.８％の肥料液を作れば、それ 

 に同量の水を加えると０.４％になり、その溶液の半分に同量の水を加えると０.２％になる。それを 

 繰り返せば、０.１％、０.０５％・・・・と次々と濃度段階を作ることができる。 

③ また、１つの条件だけではなく、光の強さの影響も調べたいなら、そのまま栽培する場合と、ネッ 

 トをかぶせて光を遮断する場合を設定する。その際も、かぶせるネットの枚数を１枚・２枚・３枚と 

 変化させると、光の強さは、そのまま栽培する場合を 100とし、１枚の布で 60％の光が遮断される 

なら、ネットの枚数を増やしていくと、光の強さは、100％・40％・16％・6.4％・・・というように 

 変化する。さらに、肥料と光の強さの相互作用を調べる際には、両方を３段階ずつ組み合わせても、 

 ３×３＝９通りの条件設定が必要となる。 

③ 実験には実験誤差がつきもので、さらに生物の場合は個体差を考慮しないといけないので、１つ条件 

で１つの実験を行うのではなく、同じ条件の実験を最低３つは行うことが必要だろう。できれば、同

じ条件で５～１０くらいの実験を繰り返し、結果のデータについて統計的な処理を行って、誤差がど

れくらいかを見積もり、実験結果の違いが有意な（意味のある）差なのかを科学的に検定しなければ

ならない。（35～36 ページ参照） 

オートクレーブ     クリーンベンチ     電子てんびん  デジタル計量器   遠心分離機 

Onndowo  

 

分光光度計 
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４．地学編 

 

(1) 地学分野の研究対象について 

 「地学」は総合科学的学問であり、物理・化学・生物・数学などの様々な考え方を多角的に用いて

発展してきた歴史がある。そのため、知識欲を持って取り組むべき学問であることが大前提である。 

主に次の５つの専門分野＋αがあり、（ ）の中が課題研究の対象になると考えられる具体的な内

容である。身近な物質や自然現象の中で、興味・関心を持ったり、不思議に思ったり、疑問に感じた

りすることがあれば、地学分野で具体的なテーマを検討し、設定してほしい。 

①地球物理分野（内部構造・地震・地球にはたらく力など） 

②岩石分野  （火山、岩石、鉱物など） 

③地質分野  （地盤、地形、古生物など） 

④天文分野  （宇宙、天体の観測、天体現象など）  

⑤気象分野  （風・雲・雨などの気象現象、気候、海洋など）  

＋α（＝⑥）として、「環境・災害」（温暖化・防災など）に関する分野がある。 

 地学では宇宙という広い空間を扱う分野もあれば、結晶鉱物や堆積物のような小さな物質の観察が

大切な分野もあり、また現在起きている現象を扱う分野もあれば、百何十億年前の宇宙誕生などを扱

う分野もある。空間や時間を行ったり来たりするという柔軟な姿勢が求められる学問であり、その姿

勢は今後、物事を様々な角度から考える力に結びつくことだろう。 

センター試験でも理科 4科目の中で一番受験者数が少なく、高校地学を学習できる学校も限られて

いる中で、あえて地学を専門に課題研究を行っていきたいという強い気持ちのある人はぜひ、勇気を

出して飛び込んでもらいたい。 

＊地学分野の基本的な知識を理解するために参考となる書籍（地学のすべての分野を扱っている文献） 

・「地学のツボ（地球と宇宙の不思議をさぐる）」鎌田浩毅著：ちくまプリマ－新書 

・「地球学入門―惑星地球と大気・海洋のシステム」酒井治孝著：東海大学出版会 

・「新しい高校地学の教科書―現代人のための高校理科」講談社新書 

その他、ブルーバックス（新書／講談社）や、岩波ジュニア新書、など多数あり。 

  

(2) 各分野で設定するテーマの具体例 

これまでの課題研究におけるテーマと分野を以下に示した。 

分野①：地球物理、分野②：岩石、分野③：地質、分野④：天文、分野⑤：気象、分野⑥：防災 

年度 期 班 テーマ 分野 

2011 年 41 期 1 班 人工雲の生成 ⑤ 

2011 年 41 期 2 班 ビル風 ⑤ 

2012 年 42 期 1 班 津波による遡上高と地形の関係性 ①⑥ 

2012 年 42 期 2 班 地盤と液状化現象の関係 ①⑥ 

2012 年 42 期 3 班 竜巻 ⑤ 

2012 年 42 期 4 班 泉北丘陵の歴史 ③ 

2012 年 42 期 5 班 台風 タラス ⑤⑥ 

2013 年 43 期 1 班 泉北高校からの観天望気 ⑤ 

2014 年 44 期 1 班 Liquefaction effect ①⑥ 

2014 年 44 期 2 班 個人で取り組む防災と避難 ⑥ 

2014 年 44 期 3 班 大雨による土砂崩れについて ③⑥ 

2015 年 45 期 1 班 小学生対象の「防災教室」 ⑥ 

2015 年 45 期 2 班 コンピュータを用いたスプライト現象の観測 ④ 
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これまでは、圧倒的に⑥防災分野に関する研究が多く（13 例）、次いで⑤気象分野に関わった研究

が多い（8例）。それに対して、②岩石分野（0例）、④天文分野（2例）となっており、本校での研究

の積み重ねが無い。②岩石分野の研究では岩石・鉱物に関する深い予備知識が必要であり、また④天

文分野の研究では夜間の観測が必要である。それらの理由によって、これまで研究として扱われてこ

なかったと考えられる。 

＜他校での研究例＞ 

②岩石分野 

「黄鉄鉱の秘密を探る」 →黄鉄鉱の化学的性質や産出する土壌の性質を関連づけて研究した。 

「グラウンドコンディションと砕屑粒子の関係」 →テニスコートの土の粒度、および靴と地面の間 

にはたらく摩擦力の関係を研究。 

④天文分野 

「太陽の黒点観測データ」→毎日昼休みに太陽黒点観測を行い、数や緯度別の集計をまとめた研究。 

「限界線星食および二重星に関する研究」→星食という現象を使い、月面の地形との関係を研究。 

 

(3) テーマ設定と研究開始のポイント 

 地学では、自分の周りにある自然のなかからテーマを選ぶ場合が多いので、注意深く自然現象を観

察するべきである。また、テーマの設定から研究を始める際に「研究は粘り強く継続する」、「時々、

見方・視点を変えてみる」、「観察、実験、まとめ方に工夫する」という点を頭に入れて課題研究を

スタートしてほしい。 

 特に、当初の観察、観測、実験については、必ず先に結果の予想を行い、その予想が結果と異なっ

た場合こそチャンスである。逃さずにどうしてそうなったのかということを深く考え、問題の真理を

探っていってほしい。いったんスタートした課題研究は、軌道に乗れば随時点検しながら、研究の進

め方を修正し継続できるが、具体的な計画が無ければ、「ただの調べ学習」で、研究とはいえない。

そのため、グループで充分な話し合いをしながら取り組んでいくことが大切である。 

※ 地学分野の事象は非常に長い期間積み重なって現在に至る。そのため、数回の実験で研究が進むとい

う甘い世界ではない。多くの場合（地質調査、星の観察、気象現象の観察など）、放課後や土曜日な

どに何度も何度も集まって研究を行う必要があるということを念頭に置いて選択してほしい。 

 

(4) 地学分野での具体的な研究の進め方 

①まず「調べる」ことから始める。 

 予定しているテーマに沿って先行研究を調べるなど、データを集めて考察する。具体的には、観測

データ、実験データ 災害などでは報道資料などを、印刷物、ネットから収集する。 

 それらのデータから、テーマに沿った視点で、いろいろな特徴を見つけたり、疑問をもちながら整

理していく。そうすると、具体的なテーマに発展していくはずである。 

 →「先行研究」の検索と確認、観測・実験のデータ、（報道）資料の収集 

2015 年 45 期 3 班 過去の水害を現代にどう生かす ③⑥ 

2016 年 46 期 1 班 長周期地震動における被害を減らすには ①⑥ 

2016 年 46 期 2 班 ニュータウンでの水害対策 ⑥ 

2016 年 46 期 3 班 泉北丘陵の成り立ちとその歴史について ③ 

2016 年 46 期 4 班 月の見え方について ④ 

2017 年 47 期 1 班 防災教育について ⑥ 

2017 年 47 期 2 班 インターバルカメラを用いた雲の研究方法 ⑤ 

2019 年 49 期 1 班 堺市及び泉北高校周辺の気温変化 ⑤ 

2019 年 49 期 2 班 泉北高校周辺の防災ハザードマップ ③⑥ 

2019 年 49 期 3 班 近年の台風被害の原因を探る ⑤⑥ 
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②集めたデータ、情報のなかから、「疑問」をみつけ具体的な「テーマ」設定に繋げる。 

 地学分野の場合、具体的な自然現象のデータ、例えば災害発生時の「風速」、「降水量」の観測資

料（災害の起きた地点の立地条件も含め）などのデータからどういう条件で自然災害が起こりやすい、

自然災害の規模が決まるか、などについて具体的なテーマを考えていく。  

               →文献などデータを収集、具体的なテーマの設定 

③興味・関心をもった内容から「仮説」を設定した具体的な「テーマ」について、なぜそうなったか？

どうして起こったか？について「仮説」を再度検討してみる。 

例えば、☆☆☆のような地点では「時間降水量が○○ｍｍ以上、24時間降水量〇○○ｍｍ以上なら、

△△という土砂災害が起こりやすい」などの具体的な仮説が立てられるはずである。 

→「仮説」の具体的な設定 

④検証＝実験、観察の具体的な方法を計画・実施 

 仮説の検証として、地学の場合、モデルによる実験や、身近な観察・測定が考えられる。その際、

できるだけ具体的で実質的な計画をたてる。 

 例えば、竜巻による災害に関する「仮説」を立てた場合、竜巻のモデル実験の装置をつくり、モデ

ル実験から想定したデータをできるだけ（条件なども調整しながら）多数得るようにする。 

→研究計画の立案、そして（観察、実験などの）実施 

⑤データを集めてまとめる。 

 実験、観察したことで得たデータについて、整理し、考察する。 

 その際、表、グラフを活用する。それらから、相関関係をみていく（さらに因果関係に関する考察

も深めていく）。そして仮説の検証（帰納・演繹）を進める。グループのメンバーでじっくり話し合

い検討する。                     →観察、実験などの結果から仮説の検証 

⑥要旨集の原稿、発表用のポスター、パワーポイントの作成 

 課題研究発表会に向けて、研究結果を要旨集の原稿、発表用のポスター、パワーポイントの作成を

進める。                             →成果の「まとめ」と発表 

 

(5) 発表の＋α 

◇さらに、「要旨」より、もう一歩進め「報告・レポート」や「論文」にまとめてみる。 

（その論文を、研究関係の雑誌などへ投稿することも可能。） 

◇本校の「課題研究発表会」以外の、外部での発表会で発表する。 

＊現在では、多くの地学関係の学会の「研究大会」などで高校生の研究発表（グループや個人）を開

催していて、発表の場となる。 

 

＜例＞ 

◎日本地球惑星科学連合大会（2017年大会の例）→高校生が気象、地震、地球環境、地質、太陽系な

どの地球惑星科学分野で行った学習・研究活動をポスター形式で発表。 

◎日本地質学会・学術大会（2016年の例）→生徒「地学研究」発表会 

◎日本気象学会・大会（2017年春季大会の例）→「ジュニアセッション」 

◎日本天文学会・「ジュニアセッション」→高校生などの研究発表会を独立して開催。 

参考になるデータを取得できる機関の例（これらの WEBサイトから検索してみよう） 

◇気象庁→気象統計だけでなく、地震、火山に関するデータなども。 

◇国立天文台→天文に関する、総合的な情報を提供。 

◇産業技術総合研究所（産総研）→地質関係の情報など多数。 

◇国土地理院 
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◆各自治体（都道府県、市町村）のＨＰ（災害に関する「ハザードマップ」だけでなく、過去の災害

に至った気象・地震・火山の資料） 

◆各大学の理学部、地球科学系の学科（地学科、地球科学科、地質学科、地球物理学科、天文学科、

気象学専攻・・・他）、各大学、関係機関の研究所のＨＰなど 

 

＜参考（実験・観察用器具の例）＞ 

ハンディタイプの「風速計」         太陽観測専用望遠鏡           高度計（気圧計） 

（温度なども同時に測定）            （CORONADO P.S.T） 

  

 

 

 

 

 

ハンドレベル                  赤外線放射温度計             タイムラプスカメラ 

（仰角などを測定）              （離れた物体の表面温度を測定）     （一定間隔で連続撮影） 

   

 

地震振動発生装置              液状化現象実験器              小型簡易地震計 

（「じしんくん」）                 エッキー（写真、左） 

 

 

他に、 

双眼鏡、望遠鏡 

偏光顕微鏡 

岩石ハンマー              

岩石カッター 

簡易研磨機 

（整流）送風機、 

・・・ 
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５．数学編 

 

(1) 課題研究のテーマを決めるにあたって 

まず、数学分野で興味のあるものを考える。興味のあるものがすぐに浮かぶのであれば、インター

ネットや本を利用して、そのテーマについて調べる。数学は答えが出ていたり、もう証明されている

事柄が多いため、先行研究がないか、どんな証明方法があるかなどを調べることがとても重要である。 

調べた上で、できそうであれば、担当の教員と相談し、テーマを決定していく。先行研究がある場合

は、その内容・結果を踏まえて、さらに発展させたり、その中で出てきた疑問点などを研究対象とす

ることができる。 

また、数学を研究してみたいが、なかなかテーマが思いつかない生徒は、下の過去の先輩の研究テ

ーマや他校の研究テーマを参考にすると良い。トランプゲームやパズルゲームなどの身近なゲーム、

完全数や友愛数などの珍しい数字、数学の未解決問題を研究してみても良い。 

 

＜先輩や他校の研究テーマ＞ 

完全方陣 数独 あみだくじは公平か 

ルービックキューブ 魔法陣 折り紙で２次曲線を作る 

複素数とフラクタル マヤ数 席替え理論 

ナヴァシェシュ グラフアート カプレカー変換 

フィボナッチ数列 トリボナッチ数列 郵便切手問題 

 

(2) 課題研究を進めるにあたって 

研究テーマが決まったら、次のようなことを考えながら研究を進めていく。 

① 最終的なゴールを設定する。 

最終的に何を求めたいのか、知りたいのかを明確にする。これを曖昧にすると、研究がなかなか進

まないので、できる限り具体的なゴールを設定した方がよい。確率を題材にする場合などは、前提条

件をどう設定するかで、計算の仕方や結果が大きく変わってくる。そのため、いくつかのパターンを

想定し、データを比較できるようにする。 

② 研究方法を考える 

ゴールに到達するためにどんな方法があるかを考える。自分たちの今の知識で十分な場合もあれば、

全然歯が立たない場合もある。歯が立たない場合はまずそれを勉強することから始める。 

③ 実際に研究を始める 

ここまで下準備をした上で、実際に研究を始めていく。研究では、課題研究日誌を毎回書くことを

勧める。また、研究で出したデータは、どんな小さなことでも必ず記録しておく。今はあまり意味の

ない値だと思っても、後々必要な値になる場合がある。どんな条件の元で出したデータなのかも明確

にしておくと良い。 

研究は、ある条件で１つ答えが出たら終わりではなく、条件を変えたらどうなるかをいろいろ試し、

いくつかのデータを出していく必要がある。比較するものがないと考察もしにくいため、できる限り

多くのデータがあった方がよい。 

④ 研究結果の比較・考察 

データが揃ったら、それぞれを比較し、わかったことやなぜそうなったのかを考察する。その中で、

「こうしたらどうなるのか」という新たな疑問を発見し、次の研究に繋げていく。 
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＜課題研究日誌の項目例＞ 

・研究日時 

・日誌記入者 

・今日の目標、目標達成方法 

・今日わかったことやデータ 

・次回の目標  

 

(3) 研究事例 

① ルービックキューブ（平成２５年度） 

・研究内容：２＊２＊２のルービックキューブには何パターンの配色があるか 

・研究方法：２＊２＊２の白黒のみのルービックキューブを用いて計算を行う。 

１）ルービックキューブ（白を基準とする）を固定し、上面と底面の組み合わせをまず考 

える。 

２）その後、上面と底面の組み合わせをいくつかの分類に分け、それぞれの側面の組み合 

わせを考える。 

 

② 完全方陣（平成２８年度） 

・研究内容：「ｎ＝４ｋ＋２ (ｋは自然数) 型の完全方陣は存在しない」ことの証明 

「ｎ＝６ｋ±１ (ｋは自然数) 型の完全方陣は存在する」ことの証明 

・研究方法 

１）まず、完全方陣を考える上で非常に重要な「定和の公式」を証明する。 

  ２）「ｎ＝４ｋ＋２ (ｋは自然数) 型の完全方陣は存在しない」ことを証明する。証明方法 

としては、背理法を利用する。 

３）「ｎ＝６ｋ±１ (ｋは自然数) 型の完全方陣は存在する」ことを証明する。証明方法と 

しては、完全方陣の作成方法である桂馬飛び法を利用し、実際に作成できることを証明 

する。 
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６．情報編 

 

(1) テーマの選定 

 １年次の必履修科目「情報の科学」でプログラミング・アルゴリズムに触れ、人間とコンピュータ

の違いについて学んだ。 

特に押さえる点は、 

 「普段、何気なく人が行っている作業をコンピュータにさせる為には、処理手順『アルゴリズム』

をしっかり考えないといけない」 

 「人が行うには作業量が多く時間を要する作業でも、コンピュータなら高速に処理できる事もある」 

の２点で、情報分野で研究を進めるために「なんとなく」や「勘で」等のような具体的でない考えで

はコンピュータに何もさせる事が出来ないという事を学習する。 

２年次でテーマを決める際、「何か便利なものをプログラミングしたい」等のような具体的でないテ

ーマを伝えてくる生徒もいるが、再度このような上記の内容を確認し、具体的に道筋を立てて考えら

れるようにテーマを決めるようにすること。 

また、実生活で活用できる程のシステムを作成しようとすると、更にレベルの高いプログラミング

言語の習得が必要となってくる。「システムの構築」よりも「有効な利用方法のアイデア」を重視して

考え、「高校生だからこそできる発想」を引き出せるようにさせる。 

 

（２）研究計画の立案 

 研究テーマを決定後、次のように研究を進める。 

 
テーマ決定後、どのように解決するかのアプローチ方法を検討する。 

コンピュータ関係で研究を進める他の高等学校・大学等の研究と似た内容でも、違うアプローチか

ら見えてくる結果もある事を伝え、自分たちの研究の方針・スケジュールを立てさせる。 

次に、研究班の中で「アルゴリズムを考える者」と「プログラムを構築する者」に分かれ作業を分

担する。「アルゴリズム担当」はコンピュータの処理手順『アルゴリズム』を考え、どのように処理さ

せれば求めていた結果を得ることが出来るか考える。ここでは細かく指導をいれ、無意識的に人間の

考えや推測で処理を組み立てていないか確認を行う。「プログラム担当」はプログラミング言語の学習

を進めながらアルゴリズム担当と話し合いを進め、どのようにプログラミングするか考えていく。プ

ログラミング言語の学習にはテキストも用いるが、「CodeIQ」https://codeiq.jp/というサービスを

利用しながら各自家庭でも学習を進められるようにする。 

 

 

 

既に進められている 
研究テーマか？ 

 

自分たちの考え方で研究を進める。 

自分たちの考え方と 
同じか？ 

自分たちの考え方との違いをまとめる。 

他の研究機関がなぜそのような方針で進めた

か考える。 

自分たちの考えの甘かった点を補い、研究を

進める。 他のアプローチを考える 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

 

ＮＯ 

ＹＥＳ 
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研究を行った日は毎日、次のような項目の日誌を記入するように指導を進めている。 

【日時】【記入者名】【本日の研究内容】【わかった問題点】【次回までの課題】【次回日時】 

毎回このような内容をまとめ、進めた過程をいつでも確認できるように記録を残すようにしている。 

 

（３）オリエンテーション時配布資料 

・ 情報分野の研究に必要な事 

 「物事を順序立てて考える力」（アルゴリズム・フローチャート） 

 「現状を把握する力」 

 「想定される状況を少しでも多く導き出す力」 

 （ 「自分の考えをまとめ、形にする力」（プログラミング）） 

 

例えば、オセロのプログラムを作るとしたら、 

どのような流れでコンピュータに考えさせなければならないか？ 

 

↓文字であらわすと、このような流れになる。 

 

1. 盤面を作る                               

 

2. プレーヤーが指定した位置に石を置けるかどうか判断する。         

 

3. 置けるなら、石を置き、条件に見合った石をひっくり返す。         

 

4. 相手の番になる                             

 

5. 盤面に石を置ける場所が１つ以上あるか判断する。              

 

6. 置ける場所が１つ以上あれば、２へ戻る。                  

 

7. 置ける場所が１つもなければ【パス】となり、４に戻る。          

ただし、その相手も置ける場所がなければ、ゲーム終了。          

 

 

この流れをすべて組み立てる事ができれば、オセロの仕組みをプログラミングすることも可能とな

る。 

 

次に示す問題の解決までの道筋をできるだけ言葉で説明してみましょう 
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問１ 

１０リットル・７リットル・３リットル入るバケツがある。 

１０リットルのバケツにだけ、水が満タンに入っている。 

バケツを最低何回使えば、５リットル・５リットルに分ける事ができるか？ 

 
 

問２ 

重りが９つある。そのうち１つだけ他より重い物が混ざっている。 

１つだけある重い物を見つけるためには、どのように天秤を使えば、最も少ない回数で

必ず見つけることができるか？ 

 
答え（最短は２手で可能。 箇条書き または フローチャートで答える） 

 

 

問３虫食い算 次の空欄に数字を入れなさい。 

① ② 

    ９ １ 

  × ９ ９ 

    ９ ４ 

  × ９ ９ 

 ８ １ ９ 

８ １ ９ 

 ８ ４ ６ 

８ ４ ６ 

９ ０ ０ ９ ９ ３ ０ ６ 

 

 

 

１０リットル 

３リットル 
７リットル 



 - 34 - 

第３章 研究結果のまとめ方 

 

１．実験結果や観察の記録 

 課題研究を進めていく上で最も重要なことは、実験結果や観察・調査の結果をきちんと記録に

残しておくことである。特にグループで研究を進めていく場合は、他のメンバーとデータを共有

するためにも、できるだけ詳しい記録が必要となってくる。そのためにも、勧めたいのが「研究

ノート」や「研究日誌」をつけることである。実験結果を手元にあった用紙にメモしておいて、

後でまとめる時に、その用紙が見つからなくて困ったことはないだ

ろうか。そういう失敗をしないためにも、研究を始めてから終わる

までのすべての記録を、班ごとに１冊のノートに記入することが望

ましい。大学の研究者もみんな研究ノートを作っており、ここに記

載していない事項を発表しても認めてもらえないのが科学の世界

では常識になっている。「ノート」には次のような内容を書く。 

「研究ノート」の使い方  

①日付と記録者名：「科学探究」の時間はもちろん、 

放課後や休日に来た場合でも、その日にしたこと 

はささいなことでも記録しておくこと。班のメン 

バーで分担して記録するとよい。 

②実験や観察の方法や条件：実験や観察を行なっ   

た場合は、その方法や条件(必要に応じて気温や  

天候なども）をできるだけ詳しく記録する。特に、 

その日だけ違った方法で実験をしたり、特殊な条 

件などがあれば記録しておく。 

③実験結果や観察の記録：実験で得られた結果は  

詳細に記録する。大したことではないと思った 

ことが、まとめる時に必要になることも多い。 

・データはわかりやすい表にして記載。パソコンに入力した場合も、印刷して貼り付けておく。 

・観察結果はスケッチや写真で記録。それらのデータの保存場所もメモしておく。 

・大部分の実験は予想通りにいかないものである。その時のデータが今後の実験方法を改善する 

上で貴重な記録となることが多い。すべて残しておくこと。 

④気のついた点や感想：その日の実験で気のついた点や班のメンバーで議論した内容を記載して 

おく。些細なことでも思いついたアイデアをメモしておくと、後で参考になる。 

⑤参考文献など：時間内に参考文献やインターネットなどを使って調べたことも、文献名やウェ 

ブサイト名とともにノートに記載しておく。今後の研究や結果をまとめる際に必要となる。 

⑥次回の計画や準備：次回の実験の計画を記載し、班のメンバーで準備を分担しておく。 

  

何よりも重要なことは「データの正確さ」である。実験データに疑義が生じたときに、正しい

ことを証明できるのは「ノートの正確な記録」である。よいデータを残そうという甘い誘惑？に

負けて、不都合なデータを記載しなかったり、恣意的な記録をしたり、実験結果の精度を考慮し

ない記録をするなど不正をしてはいけない。不正防止のために、研究ノートを書くときには、後

で追加できないように余白を空けないことや、消せないボールペンで書くのが決まりである。 

2019 年 7 月 9 日(火) 記録者（泉北太郎） 

・その日にしたこと 

・方法・条件 

 

・結果・データ 

 

・気のついた点 

 

・参考文献 

 

・次回の計画 
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２．実験データの測定と解釈  

(1) 定性実験と定量実験  

 科学の研究においては実験が重要であることは言うまでもないが、実験データには「定性的」な

データと「定量的」なデータがある。例えば、バナナが成熟していく過程で、その色が緑色から黄

色に変わっていき、その成分もデンプンが分解されて糖に変わっていくことが知られている。その

場合に、バナナの色の変化を記録したり、糖をベネディクト試薬で検出するだけなら「定性的」で

あるが、色の変化を波長ごとの吸光度を測定して示したり、糖の濃度を糖度計で測定したりすれば

「定量的」となる。生物学や地学の分野では、定性的な観察結果しか得られない場合も多く、これ

だけでも十分よい研究ができるテーマもある。しかし、

バナナの例でも、「スイートスポットができると食べご

ろ」と言われているが、それが正しいかを確認しようと

すれば、「スポット」の増加と「糖の濃度」の変化を定量

的に調べないと証明できないことになる。 

このように、初めて発見されたある現象の全体像をつ

かむために、例えばバナナの例では「バナナの色が次第

に変化してスポットが増加する」「最初はデンプンが含ま

れていたが、糖に変化する」といった定性的な事実を記

録することが必要であるが、それがわかると、さらに「波

長ごとの吸光度」や「糖の濃度」などを定量的に測定す

ることで、研究が進展していくことになる。ただし、定

量的な実験は、高校にある測定装置では不可能な場合も

あり、近隣の大学の研究室にお願いすればできることも

あるので、教員と相談して研究を進めていってほしい。 

実験で定量的なデータを扱うようになると、その測定

データの誤差を考えることが必要となる。また、そのデータを表やグラフにしてわかりやすく示す

とともに、そのデータから何が言えるかを統計的に検定することが必要となってくる。次に定量的

データの扱い方について説明したい。 

 

(2) 測定値と誤差 

実験で定量的なデータを扱うようになると、その測定データの誤差を考えることが必要となる。

測定やデータの扱いについて留意すべきことをまとめると以下のようになる。 

① 測定装置の補正：計量器などの測定装置で測った値がいつも正しいとは限らない。それぞれ 

の装置を使う際には使用方法を守るだけではなく、事前に必要に応じて補正をしておかなけれ 

ばならない。ｐＨメーターは定期的に標準液で補正が必要であり、糖度計は正確な濃度に溶か 

したスクロース水溶液(たとえば 10％)で事前に測定値が正しいかを確認しておくとよい。 

② 測定値と誤差・有効数字：どんな測定をする場合でも、常に測定誤差や有効数字について考 

える必要がある。例えば、秤量が 0.1ｇ(0.1 の桁まで表示される)のデジタル計量器で、ある 

植物の重さ(質量)を測ったところ、「120.0」と表示されたら、質量が 120ｇぴったりであった 

のではなく、119.95～120.0499･･･ｇの間にあることを示している。また、このデータを記録 

する場合に「120ｇ」としてはいけない。有効数字を考えて「120.0ｇ」と記録すること｡有効 

数字の桁数がすぐにわかるように、「120.0」を「1.200×10２」と表記することがある。この 

場合、測定値が「0.0230」なら、「2.30×10－２」と表す。 

        

       ⇒ 

 

定性実験 

・緑色・硬い ⇒黄色・柔らかい 

・デンプン検出⇒糖を検出 

定量実験   
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③ 誤差を小さくするためには？：それでは測定の誤差を少なくするためにはどうすればよいの 

 だろうか。次のようなことが考えられる。 

・何度も繰り返して測定して平均値を求めることで精度を上げる。 

・気温や気圧などの測定条件を一定にする。気体の体積などは気温によって変化。 

・測定装置や測定者を一定にする。測定者の癖によって測定値が変動することがある。 

 

３．図表やグラフの活用  

実験や調査の結果をわかりやすく示すとともに、その結果からわかることを考察するためにも、

図表やグラフを活用することは重要である。ここでは、効果的な図表やグラフの作成方法につい

てまとめておきたい。 

(1) 表の作成 

 表は実験で得られたデータを体系的に記録するとともに、大量の情報を簡潔にまとめて、デー

タが持つ関係や傾向をわか 

りやすく示すために作成す 

る。一例をあげて、表の作 

成方法を説明する。右表は 

「暗闇でもグルコースを植 

物に与えると、個体重が増 

加する」ことを明らかにし 

ようとした実験結果である。 

・表の上に適切なキャプシ

ョン（見出し）をつける。各行には実験条件や生物名を記載する。 

・各列には何のデータかがわかるように、簡潔な見出しをつけて、必要なら単位を明示する。 

・データの信頼性を明らかにするため、サンプル数や標準誤差（⇒ｐ. 34 参照）などを記載する。 

・測定方法の精度に応じて、データは適切な有効数字まで表示する。 

・比較の対照になるコントロール(対照)群のデータを上の行に記載する。 

 

(2) グラフの活用 

 適切な方法で作成したグラフを用いると、最小限のスペースで、得られた大量のデータからわ

かる法則性や傾向を、視覚的にわかりやすく示す

ことができる。グラフには次の表に示したように、

多くの種類のものがあり、そのグラフで何を示し

たいかという目的をよく考えて、適切な種類のグ

ラフを選ぶことが必要である。一例として、上に

あげた表に示したデータをもとに作成したグラ

フを右に示す。グラフには、「タイトル」、「横軸

ラベル」、「縦軸ラベル」、「単位」、「凡例」などを

適切につける。図のキャプションは下につける。

それぞれのグラフは、エクセルの機能を用いて描

くことができる。また、それらのグラフには必要 

な要素を記入することになるが、それらもエクセ 

ルの機能を使うとよい。   

処  理 
サンプ

ル数 

平均個体重 

（g，乾重) 

標準誤差

(ｇ) 

明条件 
水のみ １２ ０.２６ ０.０１９ 

＋グルコース １２ ０.３１ ０.００７ 

暗条件 
水のみ １２ ０.１８ ０.０１３ 

＋グルコース １２ ０.２１ ０.００７ 

表の作成例 
表１ 明暗条件でのグルコース添加がマカラスムギの 

    成長に与える効果の比較（３週間後） 

グラフの作成例 
図１ 明暗条件でのグルコース添加がマカ  
  ラスムギの成長に与える効果の比較 
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表 グラフの種類と使用目的 

グラフの種類 目的（どんな時に使うか） 横軸と縦軸の取り方 

棒グラフ 不連続なカテゴリー(例,生物種、調査地域

など)に属するデータの比較。積み上げ式

や割合を示す帯グラフもある 

カテゴリーは横軸(縦棒グラフ)でも、縦

軸(横棒グラフ)でもよい。 

円グラフ 各要素の占める割合を比較する 

比較する要素が６以下の場合に使う 

相対的な比率を視覚的に強調する場合

に用いることが多い 

折れ線グラフ 時間による変化や、結果(例,反応測度)が

与えた条件(例,温度)によって影響を受け

る場合。２要素とも連続量 

横軸：時間や実験上の処理(温度等) 

縦軸：実験結果(反応速度や生物の成 

長量のような連続量) 

散布図(相関図) ２つの要素の間の関係を表す場合。２要

素とも連続量。 

横軸：ふつうは影響を与える要素 

縦軸：ふつうは影響を受ける要素 

ヒストグラム 連続的なデータの階級別の出現回数を表

す。度数分布図ともいう。 

横軸：階級(例,体長や個体重、年齢) 

縦軸：各階級の出現頻度や度数 

 

 

 

 

図１ 縦棒グラフ(積み上げ式)の一例     図２ 折れ線グラフの一例 
「プランクトンの出現頻度と生物多様性」  「色を識別できるゼブラダニオの個体数の変化」 

図３ 円グラフの一例            図４ 散布図の一例 
「ドブネズミが食べた餌の種類」       「ミジンコの体長と個体あたりの卵の数」 
（凡例を図の中に割合とともに記載）     （２つの値の近似直線と式を記載） 
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４．実験結果の解析や検定 

(1) 実験結果と平均値・中央値・最頻値 

 多くのデータの特徴を簡単に表す際に、次のような値を使うことがある。  

1）平均値：全データの値の合計をデータ数で割る。 

2) 中央値(メジアン)：データを小さいものから大きいものに並べた時に、真ん中に位置 

 する値。データが偶数の場合は真ん中の２個の中間とする。 

3) 最頻値(モード)：最も多くのデータ数を持つ値。いくつかの階層に分ける場合は、も 

 っとも多くのデータを含む階層のこと。  

 一般に「平均値」を使うことが多いが、すべてのデータに対して使えるのは中央値で

あり、平均値は正規分布にしたがうデータの中心傾向を表す際には使えるが、次のよう

な場合は、平均値を計算してはいけない。  

・サイズの異なる複数の集団から求めた平均値の平均、複数の集団から得られた比率の  

 平均、測定のスケールが線形ではない値（例えばｐＨ）の平均。  

 

(2) 平均値と標準偏差・標準誤差 

 エクセルでは平均値は AVERAGE,標準偏差は普通 STDEV（標本標準偏差）という関

数で求められる。また，標本の平均値が母集団の真の平均値をどれくらいよく表してい

るかを示す指標として，標準誤差 (SE)や，95％信頼区間 (95％CI)を用いる。エクセルで

は，これらをグラフ上で誤差棒によって示すことができる。  

・標準誤差 (SE)＝〔標準偏差〕÷√（標本数）  

・95％信頼区間＝〔標準誤差〕×〔ｔ分布の臨界値〕  

 〔ｔ分布の臨界値〕は，自由度（標本数―１）で，有意確率５％における値を用いる。  

（注）標準偏差には，もう一つ母標準偏差があり，これは，エクセルでは STDEV.P と

いう関数で求めることができる。母標準偏差は，得られているデータが集団全体である

場合，例えばある高校の１年１組の全員の身長のようなデータに対して適用する。それ

に対して実験データの解析では，大きな母集団からいくつかの標本を抽

出したデータを扱うので，この場合は標本標準偏差を用いることになる。 

・標本標準偏差 (STDEV)＝√〔Σ (Xi－X
－

)2／ (n-1)〕  

・母標準偏差 (STDEV.P)＝√〔Σ (Xi－μ)2／n〕  

ここで，Xi：それぞれのデータ（測定値），ｎ：標本数  

μ：母平均 (母集団の平均値 )，X
－

：標本の平均値 を表す。  

【例題】0.3％食塩水を与えて栽培したトマトと，水を与えて栽培したトマトの果実 10
個ずつの糖度を測定したところ，以下のようになった。このデータの平均，標準偏差，
標準誤差，平均値の 95％信頼区間を求めよ。  
0.3％食塩水  10.2, 12.5, 9.3, 9.3, 11.3, 10.9, 7.7, 10.1, 9.7, 11.7 
水  6.5, 5.4, 6.3, 5.5, 7.5, 5.1, 7.2, 6.2, 5.8, 5.3 
平均値はエクセルで AVERAGE，標準偏差は STDEV の関数を用い

て求める。標準誤差は，標準偏差をサンプル数 (この例では 10 個)の
平方根（3.16）で割って求める。平均値の 95％信頼区間は，自由度
df（サンプル数―１，ここでは 10－1
＝9）で，有意確率５％における t 分
布の臨界値（この例では自由度が 9 な
ので，2.26）をかけて求める。グラフ
では，図のように信頼区間をバーで表
示する。  
＊参考：P=0.05 における t 分布の臨界値  

自由度  4 5 6 7 8 9 10 20 60 120 >120 
臨界値  2.78 2.57 2.45 2.37 2.31 2.26 2.23 2.09 2.00 1.98 1.96 

 

 
食塩水  水  

平均  10.3 6.08 

標準偏差  1.32 0.77 
標準誤差  0.42 0.24 

信頼区間  0.94 0.55 
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(3) 実験データの統計的検定 

 実験では，仮説を検証するために，ある条件で実験したデータと，対照実験による実

験のデータを比較する場合がよくある。実験群と対照群の平均値を比較しただけでは，

その違いが標本集団または測定データの単なる実験誤差に基づくものなのか，それとも

母集団の有意な違いに基づくものなのかの判断に迷うことがある。有意な差があると判

定しても有意な差がないと判定しても恣意的な判断とみなされてしまう可能性がある。

そこで用いられるのが統計的検定である。様々な検定法の詳細は多くの文献があるので

それらを参照してほしいが，ここでは、いくつかの実験例をもとに，よく使われる検定

法を紹介したい。  

 検定を行う実験データの種類によって，次のように分けて考える。（＊印についてはこ

こでは扱わないので，他の参考文献などを参照されたい）  

①実験データが度数の場合 

・サンプル数が十分大きい場合(期待度数が５以上)→カイ二乗検定（例１） 

・変数が２種でサンプル数が少ない場合→二項検定（＊） 

②実験データが測定値で，２つのグループ間のデータの差を検定 

・正規分布が期待されるデータ →t 検定（例２） 

・正規分布が期待されないデータ →マン・ホイットニーのＵ検定（＊） 

③実験データが測定値で３以上のグループのデータの差を検定→分散分析（＊） 

④実験データが測定値である２つの変数間の関連を検定（＊） 

・１つ変数は他の変数によって影響されない独立な変数である場合→回帰分析 

・２つの変数間に相関関係がある場合→相関分析 

 

(4) よく使う統計的検定の具体例と手順 

①カイ二乗検定（χ2 検定） 

 グループ間の差を検定する方法だが，測定値ではなく，度数（カウント数）を検定す

るために用いられる。  

【例題１】ダンゴムシは交替性転向反応を示すことが知られている。こ

れは，最初に右へ曲がったら次は左へ，最初が左なら次は右に曲がると

いう反応である。いま，ワラジムシで同じ実験を５０回行ったところ，

４３回は１回目と違う向きに曲がり，７回は同じ向きに曲がった。この

結果から、ワラジムシに交替性転向反応があるといえるか。  

１）帰無仮説「ワラジムシは交替性転向反応を示さない」を設定する。  

２）期待度数 E を計算する。実験を  

50 回行ったので、交替性転向反応  

を示さない場合は、違う向きと同じ  

向きに曲がる回数は同数になる。こ  

の場合の期待度数Ｅはいずれの場  

合も 25 回ずつとなる。  

３）観測度数と期待度数の差を計算する。 

  43－25＝18    7－25＝－18 

４）カイ二乗(χ 2)値を計算する。χ 2 値は、観測度数と期待度数の差を二乗した値を期待  

 度数で割り、その値を全項目について積算する。  

 観測

度数

(О) 

期待

度数

(Ｅ) 

差 

(О－Ｅ) 
(О－Ｅ)2

Ｅ 

違う向き 43 25 18 12.96 

同じ向き 7 25 －18 12.96 

計 50 50 0.0 25.92 
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 つまり、χ 2＝182／25＋（－18） 2／25＝25.9。自由度＝項目数－1＝2－1= 1 

５）有意水準５％の臨界値をエクセルの関数 CHIINV で求める。有意水準５％で自由度

１の場合は、CHIINV（0.05，1）＝3.84 

６）カイ二乗値と臨界値を比較する。この場合は、カイ二乗値 (25.92)＞臨界値(3.84)なの

で、帰無仮説は棄却され、「観測値と期待値の差は有意であり」、「ワラジムシは交替性

転向反応を示す」と結論づけるこ

とができる。つまり、この差は偶

然によるものでなく、２回目は違

う方向に曲がる性質があると言

える。この結論が間違っている確

率は５％（20 回に１回）以下で

ある。  

②ｔ検定 

 実験条件が異なる「２組のデータ」の平均値に有意な差があるかどうかを検定する場

合によく用いられる。この検定の過程で必要な数値は、エクセルで下記のような関数で

求めることができる。  

 ・実験区と対照区のデータの平均ｘを関数 AVERAGE で算出  

 ・各区のデータの標準偏差ｓを関数 STDEV で算出  

 ・各区のデータの標準誤差 SE＝標準偏差ｓ／標本数√ｎ  

 ・ｔ値＝２組の平均値の差／SQRT（実験区の標準誤差の二乗  

  ＋対照区の標準誤差の二乗）を算出。  

 ・有意水準 5％の臨界値＝関数 TINV（0.05,ｔ値）を算出。  

  自由度は標本数ｎ－1 の和。  

【例題２】ある昆虫のオスとメスの体重を 16 個体ずつ測定したところ，次の通りのデ

ータを得た（単位は mg）。オスがメスと異なる体重をもつかどうか。  

 オスの体重（mg）：43, 45, 45, 45, 46, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 49, 50, 52 

  メスの体重（mg）：41, 42, 43, 43, 43, 43, 44, 44, 44, 44, 45, 45, 45, 45, 46, 47 

１）２組のデータの基本統計量を求める。  

 ・オス：平均値ｘｍ＝47.2,  標準偏差ｓ＝2.29,  標準誤差 SE＝0.57 

 ・メス：平均値ｘｍ＝44.0,  標準偏差ｓ＝1.51,  標準誤差 SE＝0.38 

２）帰無仮説「雌雄の体重には有意な差がない」を設定する。  

３）両側検定か、片側検定かを決める。２つのグループの平均値を比較する場合に，一  

方が他方より大きい場合も小さい場合もあるときは，両側検定を行う。一方が他方よ  

りも論理的に明らかに大きいか同じ場合は片側検定でよいが，両側検定よりも判定が  

甘くなるので，そう判断した根拠を述べる必要がある。ここでは「両側検定」とする。  

４）ｔ値を計算する。上記の式に１）で求めた基本統計量を代入すると、  

 ｔ値＝（47.2－44.0）／SQRT（0.572＋0.382）＝3.2／SQRT（0.468）＝4.66 

５）有意水準５％でのｔ分布の臨界値を求める。自由度は (16-1)＋(16-1)＝30 となる。  

 エクセルの関数を使うと、TINV(0.05, 30)=2.04。  

６）４）で求めた t 値 (4.66)と、５）で求めた臨界値 (2.04)を比較すると、  

  t 値(4.66)の絶対値＞臨界値 (2.04)  なので、帰無仮説は棄却される。  

 つまり、「オスとメスの体重には有意な差があった」といえる。  

＊χ２値の表（自由度 1～5,Ｐ＝0.05、0.01 の場合） 

自由度 １ ２ ３ ４ ５ 

Ｐ＝0.05 3.84 5.99 7.81 9.49 11.07 

Ｐ＝0.01 6.63 9.21 11.34 13.28 15.09 

（注）サンプル数が少ない（期待度数＜５）場合は、 

     カイ二乗検定は使えず、二項検定を使う。 
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５．結果の考察について 

研究結果をまとめる上で最も重要なのは「考察」である。ここでは、考察をする際に

考えておかねばならないことや、考察をまとめる上での注意について述べておきたい。  

(1) 考察で書かなければならないこと 

① 自分たちの研究で何が明らかになったかを強調 

「結果」で実験データを表やグラフにまとめただけでは単なる報告であり、その結果か

ら何が言えるか「考察」することが重要である。一般には「研究の目的」で設定した「仮

説」が正しいことを検証する形でまとめるとよい。その仮説を裏付けるために「実験デ

ータ」を最大限活用して、『「得られた結果がこうだった」から、「＊＊は○○である」と

いう仮説が裏付けられた』という形式で書くとよいだろう。その際、その仮説を裏付け

る根拠として、他の人が行った研究ですでにわかっていることを、引用してもよい。  

② これまでの先行研究と比べて、自分たちの研究で何が新しく解明されたか？ 

 教科書に書いてあることや、すでに報告されていることを確認しただけでは、本来は

研究とは言えない。これを、高校生の「課題研究」にも要求するのは少し酷かもしれな

いが、小さなことでもよいから、研究を始める前に知っていたことと違う新しい事実を

発見することを期待している。そのような発見があれば強調して述べるとよいだろう。

テーマに関して研究前からわかっていたことを書き、それらと比べて、自分たちが得た

結果がいかに進歩しているかを述べる。  

③ 今回の研究では解明できなかったこと（課題）と、それを解決するための提案（展望） 

 研究で知りたかったことがすべて解明されることはまずない。研究の結果、ほとんど

何も新しい発見がない場合もあるが、その場合でも今回はうまくいかなかったが、「あの

実験をこう改良すれば、うまくいったかもしれない」と思ったら、それを書いておくと、

次に同じ課題に取り組む人に役立つだろう。本校の課題研究でも、先輩が行ったテーマ

を発展させて、よい結果を得た班もたくさんある。１年間かけてそのテーマで研究した

人にしかできないアドバイスがあれば、ぜひ書いておくこと。  

 

(2) 考察を書く上で注意すべきこと 

① 「＊＊だから○○である」という考察を、論理的でみんなが納得できるように書く。 

 考察で最も重要なのでは、結論（○○）の根拠（＊＊）が、正しい論理（因果関係）

で結びついているということである。聞いた人が「本当にそんなことが言えるのかな？」

と思うようでは、その研究全体が否定されてしまう。班のメンバーで十分議論して、担

当の先生とも相談して、論理的に正しい考察をすること。  

② 結果でまとめた実験データや図表に基づいて考察をする。 

 結果で取り上げたすべてのデータに基づき、それらを総合的に判断して考察を行う。

逆に言うと、考察に使わないデータは削除した方がよい。また、考察の項目を読んだだ

けでもわかるように、結果の図や表を引用しながら、その内容を簡潔に短くまとめて、

考察の根拠とするとわかりやすい。  

③ 結果の不十分さや実験方法の問題点などがあれば率直に述べる。 

考察を進めていく過程で、自分たちの実験の問題点や、もう時間がないのだが、こう

いう実験もやっておけばよかったと気づくことはよくある。その時は、率直に研究の問

題点を指摘しておく方が今後の研究の進展にとってはプラスになる。あなたが気づいた

ことは発表を聞いた人も気づいて指摘を受ける可能性がある。  
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第４章 研究成果の発表 

  

 研究の結果や自分たちの考察などは、きちんとまとめて発表を行う。発表を聞いてもらった

人から感想やアドバイスをもらい、お互いに意見交換することでその後の研究に活かしていくこ

とが目的である。発表には、ポスター発表・口頭発表・レポートや論文としての発表などがある。

「科学探究Ⅰ」「科学探究Ⅱ」の授業内でも、中間発表会や本発表会など、何度か発表の機会が

あり、この章では、本校で行う発表会で用いる形式に沿って記載しておく。発表の準備に取り組

む際は、このページを見ながら要旨とポスター・スライドの作成に取り組むこと。要旨もポスタ

ーも以下のフォルダに様式の例（雛型）があるので、必ずコピーしてファイル名（例えば、物理

１班など）を変更し保存してから編集すること。また、先輩の発表の例をいくつか巻末資料に掲

載したので参考にしてほしい。 

グループ共有フォルダ  ⇒ 112-総合科学科 ⇒ ○○期生 ⇒ ２年課題研究中間発表会 

  または、３年課題研究発表会 ⇒ 発表要旨(提出用・完成版)、または、ポスターなど 

 

１．発表までの流れ 

 第３章で述べたように発表の作成作業

に入る前に、研究内容についてしっかりと

考察しておく。発表に向けてまず研究概要

をまとめた要旨を作成した後、詳細をまと

めたポスターやスライドの作成にとりか

かる。 

 

２．発表要旨（レジュメ）の作成 

 発表要旨は、研究の内容を簡潔にまとめたものである。研究

内容として最も重要な点や、それにつながる事柄などを分かり

やすく書くように心掛ける。“発表を聞く人”は要旨を見て、

聞きたいテーマを見つけることが多い。結果や考察についてし

っかりと議論をしたうえで作成にとりかかり、期限に余裕をも

って担当の先生から添削指導を受けること。 

  

(1) 発表要旨の様式 

 要旨は、「Word」で作成する。指定する用紙

やフォントを使い、要旨全体で統一感のあるよ

うに心掛ける。文末は「～である。」で統一す

ること。 

① 中間発表会（２学年１１月「科学探究Ⅰ」） 

 ・Ａ４判１ページ、タイトルのみ英語表記。 

② 本発表会（３学年６月「科学探究Ⅱ」） 

 ・Ａ４判２ページ、タイトルと Abstract を 

英語表記。 

※ Abstract とは抜粋や要約のこと。英文 3～4 文程度で作成する。 

泉北高校の発表要旨集 

ポスターの作成 

ポスター発表の場合 

発表要旨の作成 

スライドの作成 

口頭発表の場合 

研究内容の熟考 

〔標準的なフォント〕   

タイトル  ：ＭＳゴシック １４ｐｔ 

英語タイトル：Arial      12 pt 

英語 Abstract ：Times New Roman  10.5 pt 

見出し   ：ＭＳゴシック  １２ｐｔ 

本文    ：ＭＳ明朝    １０．５ｐｔ 
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(2) 発表要旨の内容構成 

 原則として、次のような構成に基づいて記載すること。内容に応じて適宜変更してもよい。 

① 研究テーマ名 

研究の題名。興味を持

ってもらえるよう工夫が

あると良い。英語表記を

つけること。本発表会の

要旨では、 Abstract(要

約)を英語で表記する。 

② 研究の目的（または、

「研究の動機」「はじめ

に」） 

 研究で明らかにしたい

こと、最終目標。中間発

表では、その研究テーマ

に興味を持ったきっかけ

や、その研究を始めるに

至った経緯などでもよい。

また、その研究内容を理

解しておく上で、知って

おいてほしい知識（例、

知られていない原理や実

験に使った生物の紹介）

なども書く。 

③ 実験方法 

 取り組んだ実験・研究

の方法を簡潔にまとめる。

基本的に過去形で書き、

図や写真を用いて、わか

りやすくするように心掛

ける。実験材料は必要に

応じて記載すること。スペースが足りない場合は、最も伝えたい実験のみでもよい（ポスターや

スライドでしっかりとまとめる）。複数の実験の場合は、実験１・実験２のように分けて記載す

る。また、実験方法は、他の人がこれを読めば追試ができるように書くのが原則。 

④ 結果 

 表やグラフ・写真やスケッチを用いて実験結果や観察した結果をわかりやすく示す。ここでは、

得られた結果のみを客観的に示すことが重要。「考察」と区別すること。スペースが足りない場

合は、最も伝えたい実験結果のみでもよい。 

⑤ 考察 

 実験の結果の解釈やそれらから考えられることを述べる。関係性・傾向・現象が起こる要因な 

ど、結果をまとめた図表を参照して自分の主張を裏付ける。これまで知られてきたことや先行研 

究に基づいて、今回の実験で得られた結果がどういう意義があるのかを論理的に説明する。 
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⑥ 今後の課題 

 中間発表の時には、これまでの実験の不十分な点や問題点についても触れ、今後、最終的な発

表会までに何をすべきかを考えて、記載しておく。本発表会時には、研究の不十分な点や限界を

「考察」の中で書くとよい。 

⑦ 参考文献や謝辞 

 実験をする前の予備知識や実際に実験をするにあたって参考とした資料(書籍・雑誌・過去の

要旨集・ホームページ)などを明記する。参考文献の書き方には一定の決まりがあるので、45 ペ

ージを参照。また、研究を進める上で情報の提供を受けた人や機関への謝辞もここに書く。 

 

２．ポスター発表 

ポスター発表は、掲示してあるポスターの前で少人数に対して行うために、発表者と聞く人と

の距離が近く、質問や議論などがしやすい発表である。要旨と同様に、締切に余裕をもって担当

の先生から添削指導を受けること。 

 

(1) ポスターの様式 

 ポスターを作成する際も、所定のフォルダに様式例があるので、それにファイル名（例えば、

物理１班）をつけて保存してから編集にとりかかること。要旨と違う点は、ポスターは発表者か

ら説明ができるので、ポスター自体の文章は少なくてよい。図や表、実験データを用いるなどし

て「目で見てわかりやすい表現」を意識して作成するとよい。 

 本校の「課題研究中間発表会（科学探究Ⅰ）」と「課題研究発表会（科学探究Ⅱ）」で作成する

「ポスター」では、それぞれ、以下の指定のフォントを使い、「powerpoint」で作成する。 

 

① 中間発表会（２学年１１月「科学探究Ⅰ」） 

・Ａ４判で作成し、Ｂ１判で出力。 

  タイトルのみ英語表記。 

② 最終発表会（３学年６月「科学探究Ⅱ」） 

・Ａ４判で作成し、Ａ０判で出力。 

  タイトルと Abstract(要旨)を英語表記。 

 

(2) ポスターの内容構成 

ポスターの内容構成は、要旨とほぼ同じとするが、要旨で記載できなかった詳細についても記

載し、内容がしっかりと伝わるようにすること。以下にポスター特有の注意事項をまとめておき

たい。 

＜作成のポイント＞ 

・文章を少なく、写真・図表を使って視覚的に「一目でわかる」よう工夫する。 

・文を書く場合は短く箇条書きにして、要点を強調する。 

・研究の説明が、ポスターの左上から右下へ動くようにレイアウトを考える。ポスターのあちこ

ちに飛びながらの説明は聞きにくい。 

・テーマや最初の記述で読むかどうかを判断することが多い。最初に「結論」を書いて興味を引

くという手法もある。 

〔標準的なフォント〕   

タイトル  ：ＭＳゴシック ２８ｐｔ 

英語タイトル：Arial      20 pt 

英語 Abstract ：Times New Roman  11 pt 

見出し   ：ＭＳゴシック太字  １１ｐｔ 

本文    ：ＭＳ明朝(ゴシックも可) 

９～１１ｐｔ 
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(3) 上手なポスター発表

とは？ 

 実際に、自分たちが行

ってきた研究内容を聞い

てもらえる時間であるの

で、自分の言葉でしっか

りと説明し、研究の中身

を知ってもらう。そのた

めには、質問に答えられ

るように自分たちの研究

の中身を十分理解してお

くことが重要。ポスター

は目の前で発表できるた

め、聞いてもらった人と

議論がしやすい。発表後

は、質問や感想、アドバ

イスをもらい、その後の

研究に活かす。 

① ポスター発表をする

……わかりやすく積極的

に自分の言葉で！ 

・最初は全体的な概要   

を簡潔にまとめて説明 

する（３～５分間程度が

適当）。 

・さらに質問がないか聞

き、あれば興味を示 し

てくれたということなの

で詳しく説明する。 

・大きな声で、ゆっくり、はっきりと、相手の目を見て、わかりやすく説明する。 

・ポスターをただ単に読むのではなく、自分の言葉でしっかり説明するように発表する。 

・ポスターの少し横に立ち、説明箇所を指さしたりして、どの部分の話なのかを示しておく。 

・聞き手の表情を見て、説明を簡単にしたり、さらに内容を深めたりできたら、発表の達人だ。 

・適宜必要な実験器具や装置などを持っていき、必要があれば見せて説明する。 

・ポスターの前で見ている人があれば、「説明しましょうか？」と積極的に声をかけよう。 

 

② ポスター発表を聞く……発表者が説明しやすいように、相づちを打って聞き上手に！ 

・興味を持ったポスターがあれば、「説明してください」とお願いしたり、わからない点を聞く。 

・自分が発表している立場に立って、発表の良い点を評価するようにしよう。 

・せっかくの機会だから、少しでも新しいことを知りたいという意識で聞くこと。 

・あなたの何気ない質問が、研究の発展のきっかけになることもある。どんどん質問をしよう。 
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(4) ポスター発表の評価基準 

①ポスターの

構成・レイ

アウト 

３：ポスターの構成が説明の流れに沿って統一され、必要事項が過不足なく書かれている。 

２：ポスターに必要な項目は書かれているが、レイアウトが統一されず、わかりにくい。

１：ポスターの構成がわかりにくく、必要事項も十分書かれていない。 

②ポスターの

完成度・わ

かりやすさ 

３：文章が簡潔にまとめられ、ポイントが強調されている。図や写真などがわかりやすい。

２：文章はわかりやすいが、図や写真が少ないか、あってもわかりにくい。 

１：文章ばかりで何が強調したいのかがわかりにくい。 

③研究内容の 

独創性 

３：これまでの先行研究とは異なる独創性が認められ、先行研究との違いが明確である。 

２：オリジナルな研究とは言えないが、自分たちで工夫した努力の跡が感じられる。 

１：これまでに行われた実験の繰り返しで、オリジナリティが感じられない。 

④ポスター発

表の態度 

３：積極的に、訪問者を見てわかりやすく話す。質問にも根拠を示して答えられる。 

２：頼めば話してくれるが、原稿やポスターを読むだけで、質問への回答もわかりにくい。 

１：説明は原稿を読むだけだったり、わかりにくく、簡単な質問にも答えられない。 

 

３．口頭発表 

口頭発表は、プロジェクターを使用して、多数の人向

けに行う発表で、一度でたくさんの人に研究を発表する

ことができる。発表の制限時間が決められており、その

時間に合わせて発表内容をまとめ、スライドを作成する。

スライドはデザインを統一して、見る人がわかりやすい

ものを作成するように心掛ける。本校では、本発表（科

学探究Ⅱ）でのみ、１０班程度が口頭発表を行う。発表時間は８分間。質疑応答２分としている。 

 

(1) スライドの作成の前に…よいプレゼンテーションとは？ 

大学や社会に出てからも、プレゼンテーション能力が求められる場面は多い。ここでは口頭発

表をする際に、どのような点に気をつけなければならないかを述べておきたい。 

① この発表で伝えたいことを意識してストーリーを立てる。 

 口頭発表では、説明の内容とともにスライドも変わっていく。伝えたいことを聞き手にしっか

りと理解してもらうための構成を考えることが重要。必要であれば、研究のバックグラウンドも

丁寧に紹介する。限られた時間内にあれもこれも話そうとすると、何も伝わらない下手なプレゼ

ンテーションとなる。 

② 発表を聞く聴衆はどのような人物か、どんなプレゼンテーションを聞きたいかを把握する。 

 話したことが聴衆に伝わるためには、話をする相手のことをよく理解してから話の内容を組み

立てないと伝わらないことになる。 

中間発表会(本校第１体育館)   課題研究発表会(大阪府立大学) 日本生態学会高校生ポスター発表 
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 (2) スライドの形式 

スライドは PowerPoint ソフトを用いて作成する。形式

は常に見る人のことを考えて、「簡潔に」「はっきり」「わ

かりやすく」する。以下にスライド特有の注意事項をまと

めておきたい。 

＜作成のポイント＞ 

・デザインやフォント、文字の大きさをそろえて、スライド全体で統一感を持たせる。 

・一枚のスライドに多くの情報を詰め込まない。できるだけ、１枚のスライドで言いたいことは

１点だけにまとめる。 

・文字は大きく太字に、図や文字は大きくはっきりさせて、後ろの席の人でも見えやすいように

する。また、図表の標題や凡例・単位・色彩にも注意を払って、わかりやすく正確な図表を作

成する。 

・研究内容をより理解してもらうために、知っておいてほしい基本的な事項から、それを解明す

るための手法、得られた結果もだんだん発展的な内容へと、聞く人に全体の流れがわかるよう

にスライドを並べる。 

・アニメーションなどは効果的に活用する。重要でもないところで使うとかえって目障りになる。 

・口頭発表の制限時間を厳守する。リハーサルで発表時間を測り、長すぎる場合は、内容を精選

したり、説明を簡略化する。 

 

(3) 内容構成と留意点 

スライドを１２枚程度作成するとして、その構成例をあげておく。 

１．タイトル 

タイトル（英語訳も入れる）・

班（例、数学１班）・発表者名 

（全員の名前） 

 ２．Abstract（要旨） 

発表の概要。 

図や写真などを入れてもよ

い。 

 ３．研究の目的（はじめに） 

なぜ、この研究に取り組ん

だかの動機や、研究で解明

したいことを書く。 

     

４．実験１ 

実験材料や使用した生物を書

く。実験の手順は簡潔な文で

箇条書きに示す。  

 ５．結果１ 

実験１の結果を示す。表や

グラフ、写真やスケッチな

どでわかりやすく作成。 

 ６．考察１ 

結果１から分かること。次

の実験につながる事柄を述

べる。 

     

７．実験２ 

写真や図を使ってわかりやす

く表現。必要に応じて実物を

持ち込んで解説する。 

 ８．結果２ 

実験２の結果を示す。凡

例・単位に注意。 

 ９．考察２ 

示された実験結果から考え

られること(関係性・傾向・

原因など）を述べる。 

     

１０．結論 

目的で述べた課題に対し、研

究によって得られた結論を、

一般化してまとめる。 

 １１．今後の課題（展望） 

研究で解明できなかったこ

とや、この課題を解明する

ための展望を書く。 

 １２．参考文献・謝辞 

参考文献は決まった書式で

書く。必要に応じ世話にな

った方への謝辞を入れる。 
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発表時間が長い発表では、最初に「目次(アウトライン)」を入れ、発表の流れを示すと効果的。 

 また、「研究の目的」では、最初に自分たちの研究の必要性・独自性を述べ、面白そうな研究

だと思わせて、「どうやって調べたのだろうか？」「結果はどうなるか？」と、聴衆の興味を引き

付けることが重要。先行研究でわかっていることと未解明のことや、研究内容を理解させるため

に必要な基礎知識や背景についてもここで述べておく。あなたの研究で解明したいことを明確に

するためには、実験の結果を予想して「仮説」の形で問題提起するとよい。 

 実験で得られた「結果」と、班のメンバーで十分議論した「考察」とははっきり区別する必要

がある。また、「結論(まとめ)」でも、これまで知られていたことと、自分たちが新しく発見し

たこととを明確に区別して表現することが重要。そして、研究で解明できなかったことを「展望

（今後の課題）」として示し、可能であれば、その課題を今後解明するための展望を書くとよい

プレゼンテーションになる。 

 

(4) 発表者の留意点 

 自分たちがこれまで行ってきた

研究内容を多くの人に聞いてもら

える貴重な時間なので、自分の言

葉でしっかりと説明し、研究の中

身をよく知ってもらうようにしよ

う。発表会では司会者の指示に従

う。発表後は、質問や感想、アドバイスをもらい、その後の研究に活かす。発表にあたって注意

してほしいことをまとめておきたい。 

① 十分なリハーサルをして臨もう。⇒落ち着いて自信をもって発表ができる。 

事前に時間配分を考えて十分なリハーサルを行い、自信をもって発表できるようにしよう。リ

ハーサルは、班のメンバー同士だけでなく、他の班の人に聞いてもらうとよい。もちろん、担当

の先生にも何度か聞いてもらって、指導を受けること。 

② 原稿を見ることは控えて、聴衆を見ながら発表する。⇒緊張したら聴衆のやや上を見る。 

 自分たちの研究内容を熟知し、聴衆に説明するように 

発表することが重要。基本的にはポスター発表と同様に、 

自分たちの研究でわかったことを説明するのだから、原 

稿はいらないはずだ。スライドと聴衆を交互に見て話す 

のがベスト。緊張して話せないのが心配なら、原稿を用 

意しておき、最初の数行は読んでも、落ち着いてきたら、 

原稿を見ずに話すようにしたい。 

③ 聴衆にわかりやすい発表を心がける。⇒班のメンバー以外の人に聞いて意見を聞く。 

 大きな声で、はっきりと、ゆっくりと発表する。ポインターなどで説明している箇所を指さし

たりして、どの部分の話なのかが聴衆にわかるようにする。発表中は発表者以外もパソコンの操

作やポインターの操作などを分担し、それ以外の人は体を動かしたり、ふらふらしない。 

④ 質疑応答に備えて準備をしておこう。⇒想定質問と回答を準備する。 

 発表後に質疑応答の時間がある場合は、それに備えて事前にみんなで「想定質問」を考えて「回

答」を準備しておこう。質問用に発表では使わない「詳しいデータ」をスライドにして準備して

おくとよい。 
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＜質問を受けた場合の対応＞ 

・まず、「ご質問ありがとうございます」と謝意を述べる。 

・次に質問者の意図をくみ取る。うまく理解できなかった場合は、「＊＊という意味ですね」と

確認したり、「もう一度お願いします」と聞いて言い直してもらう。 

・答える時は、質問者の方を向き、他の聴衆にも聞こえるように話す。 

・質問に対して、その場しのぎで正確な情報に基づかない回答をすることは厳禁。「そのことに 

 ついてはわかりません」「ご指摘ありがとうございました。今後検討したいと思います」など 

 と正直に答える。 

＜発表を聞く人の態度＞ 

・先輩や同級生が長い期間をかけて研究してきた成果を発表するのだから、発表しやすい雰囲気 

 づくりを心がけよう。 

・発表中は、司会者の指示に従って、携帯電話の電源を切って、私語を慎み、集中して話を聞く。 

・また、発表が終わると「評価シート」に評価や感想を記載するとともに、積極的に質問しよう。 

 

 

(4) 口頭発表の評価基準 

①課題の独創

性・独自性 

３：課題が独創的で、考え方やテーマ設定に非常に興味・関心がもてる。 

２：発想や考え方，テーマ設定に工夫があり興味・関心がもてるが，独自性は低い。 

１：発想や考え方，テーマ設定に全く工夫が感じられず興味・関心が持てない。 

②スライドの

わかりやす

さ 

３：スライドがわかりやすく、図や文字も重要な点が強調され、効果的に使われている 

２：スライドの内容はわかりやすいが，図表・配色などが効果的に使われていない。 

１：スライドに示された内容がわかりにくい。 

③論理性と結 

 論の根拠の 

 明確さ 

３：スライドの流れがわかりやすく、主張がはっきりしており論理が明快 

２：全体の論旨は通っており，内容は理解できるが、根拠があいまい・不確かである。 

１：論旨が通っておらず，全体の内容が把握しづらい。何を言いたいかがわからない。 

④発表態度や  

 話し方 

３：原稿を見ずにわかりやすく聴衆をひきつける話し方をしている。 

２：原稿を見ることはあったが、大きな声でわかりやすく話そうと努力している。 

１：ずっと原稿を見たり、声が小さく、何が言いたいかのアピールが感じられない。 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＳＨ生徒研究発表会 

（於 パシフィコ横浜,2008.8） 

 

泉北高校課題研究発表会(於 大阪府立大学Ｕホール) 
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４．研究論文の作成 

 論文は、研究の成果の最終的な発表の場であり、独創的な研究ができたら、「研究論文」をまと

めて投稿したり、コンテストに出展したりしてほしい。大学では「卒業論文」を、大学院では「修

士論文」や「博士論文」を作成し、研究内容を学会誌などに投稿し、評価を受けることになる。

これらの論文の積み重ねが科学研究や技術の発展の基礎になっているといえよう。また、これら

の論文は原則として英文でないと国際的な評価を受けることができないので、理系の進路をとる

人も英語力は必須である。 

 

(1) 論文の内容構成  

 論文の構成も、基本的にはこれまで作成してきた「発表要旨」や「ポスター」などと変わらな

い。一般的には、下記のような構成で執筆する。（＊）は省略してもよい項目。 

①表題（Title）・著者名・所属：研究内容を簡潔に、かつ、明解に示すタイトルをつける。 

②＊要約（Summary）：各項目の重要事項をつなげる形で最後に書く。 

③序論（Introduction）：「はじめに」にあたる部分。研究の目的や背景や意義を最初に明らかに 

 しておく。論文を理解する上で必要な専門知識なども書くが、それらが多くなる場合は基本的 

 な知識（Fundamentals）を別項目にまとめるとよい。 

④方法（Methods）：読者が同じ実験を追試できるように書く。また、実験方法が科学的に正しい 

 かを判断するためにも、ここには、実験材料や用いた装置、詳しい手順（一般的な手順は参考 

 文献で示す）、その方法の妥当性などを書く必要がある。２種類以上の実験を行った場合は、 

 実験１・実験２などに分けて書く。手法の異なる実験の場合は、「実験１」を大きな項目とし、 

 その中に「方法・結果・考察」の項を設けてもよい。 

⑤結果（Results）：データを表やグラフで示すだけではなく、データから直接読み取れる内容は 

 ここで述べる。結果と考察を続けて書いた方がわかりやすい場合は、「結果と考察」という項 

 を設定してもよいが、結果と考察ははっきり区別できるように記述する。 

⑥考察（Discussion）：結果から考えられること。結果から生じた問いやそれに対するあなたの 

 考えを書く。また、実験の精度や繰り返し回数をもとに、その考察がどの程度正しいかの評価 

 ができるように、必要な場合には「平均値の誤差の範囲」を求めたり、検定を行ったりする。 

⑦結論・展望（Conclusions）：複数の実験の考察を総合して、これまでわかっていることをもと 

 に一般化して、最初に示した「研究の目的」に照らし合わせて、この研究で何が新しく解明で 

 きたかを明らかにする。この成果が社会の課題や学術面へ、どのように貢献するかに触れる。 

⑧＊謝辞（Acknowledgements）：必要に応じて、この研究に関わった方への謝辞を書く。 

⑨引用文献（References）、参考文献（Bibliography）：次項を参照。 

 

(2) 文献の引用の方法 

 文献を引用する際には必要な事項を正しく示さないといけない。一般的な方法を次に示してお

くので参考にしてほしい。 

① 書籍：著者名(出版年).タイトル(書名).出版社名.ページ数.シリーズ名. 

・照明学会編(2003). 照明ハンドブック. 第 2 版, オーム社. 573p. 

・井尻憲一(2001). 宇宙の生物学. 朝倉書店. 148p.シリーズ応用動物科学/バイオサイエンス, 5. 

② 論文やレポート・発表要旨：著者名(出版年).論文タイトル,雑誌名,巻(号),ページ数. 

・西潔・原和弘(2003). 火山地域における震源計算についての提案. 火山, 48(5), 407-413. 

・Pisciella, P.; Pelino, M.(2005). FTIR spectroscopy investigation of the crystallisation process  



 - 51 - 

 in an iron rich glass. J. Eur. Ceram. Soc., 25(11), p. 1855-1861. 

・杉本裕美子・清川愛美・馬場智香(2012). 四つ葉のクローバーはどうすれば増やせるのか？, 

 ＳＳＨ 課題研究発表会要旨集.大阪府立泉北高等学校総合科学科,20-21.  

③ ウェブサイトに掲載された論文やウェブページの記事・ブログなど：著者名や機関名(掲載年). 

 論文や記事のタイトル,ＵＲＬ(アクセスした日付) 

・農林水産省農林水産技術会議事務局編(2004). レタスの土壌伝染性病害発生抑制技術の開発., 

   http://rms2.agsearch.agropedia.affrc.go.jp/contents/JASI/seika.html, ( 2006-04-14 参照). 

・坂本和夫編(2005).“パルスレーザーアブレーションにおけるドロップレットフリー薄膜の作製 

 技術”, http://jstore.jst.go.jp/cgi-bin/techeye/detail.cgi?techeye_id=32, ( 2006-06-23 参照). 

・smine(2005-12-15). “Wellcome Trust, Blackwell/OUP/Springer と助成研究の即時オープン 

  アクセス提供を契約” 

 http://www.openaccessjapan.com/archives/2005/12/wellcome_trustb.html,  (2006-5-31 参照). 

 

 

５．研究成果の校外への発信 

 「課題研究」の取組の成果は、校内の発表会で発表するだけではなく、校外の発表会やコンク

ールの場で発表することで、プレゼンテーション能力を高めるとともに、外部の高校や大学の先

生方から指導・評価を受けたり、他校の高校生の発表を聞いたりして、自らの研究への取組や研

究発表の方法の改善をはかることができる。さらに、本校では台湾の国立彰化高級中学と英語に

よる合同研究発表会を５年連続で開催してきた。皆さんも、積極的にチャレンジしてほしい。こ

れまで、本校の先輩が課題研究の成果を学外へ発信した機会としては、次のようなものがある。

興味のある人は先生に申し出てください。 

(1) スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会（文部科学省・科学技術振興機構主催） 

 毎年８月上旬に開催される。全国のＳＳＨ指定校（約２５０校）が一堂に集い、ポスター発表 

を競い合う。高い評価を受けた数校が口頭発表を行う。会場は「パシフィコ横浜」や「神戸国際

展示場」など。本校では５月末に、参加を希望するグループを募り、エントリーした班がプレゼ

ンテーションをして、参加チーム（１グループ）を決定する。平成２８年度は数学１班が「完全

方陣」でポスター発表を行い、審査の結果、２０校が選出される「ポスター発表賞」を受賞した。 

 

(2) 大阪府学生科学賞（大阪府教育委員会・読売新聞社主催） 

 日本学生科学賞の大阪府予選として開催され、最優秀賞の６点（大阪府知事賞・大阪市長賞・

堺市長賞など）が中央審査に進む。それ以外に優秀賞６点が選ばれる。申込締切は９月上旬で、

１０月中旬の選考会までにポスター形式の論文（Ａ３判３枚）を提出する。本校は平成２１年度

以来毎年３～６点を出展し、最優秀賞４点・優秀賞５点・学校賞２回の１１点入賞している。最

優秀賞（堺市長賞）を受賞した作品は下記の通り。 

・平成２１年度  「ゼブラダニオは形や色をどこまで識別できるか？」 

飯坂智郁・藤原武史・二川翔太・堀井陽介 

・平成２４年度  「四つ葉のクローバーはどうすれば増やせるのか？」 

                          杉本裕美子・清川愛美・馬場智香 

・平成２７年度  「ダンゴムシやワラジムシの交替性転向反応と移動距離・時間について」 

               坂口由香里・井上七海・奥田果子・堀田さつき・守村南咲 
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・平成２９年度  「ニホンアマガエルの体色変化と環境条件について」 

小田一紗・長谷川幹奈・林 実咲・増永日菜乃 

 

(3) 大阪府生徒研究発表会：大阪サイエンスデイ（大阪府教育委員会主催） 

 毎年１０月下旬に、大阪府内のＳＳＨ指定校を中心に多くの高校が参加して開催されている。 

今年度は、午前中は「エルおおさか」で代表発表が、午後は天王寺高校において分科会での口頭

発表と、体育館でのポスター発表が行われ、本校からも隔年で代表発表（今年は数学班）を行う

とともに、口頭発表を２～３テーマ、ポスター発表を４～７テーマ、２～３年生の課題研究班と

サイエンス部・ＳＳＨ海外研修参加者中心に発表を行っている。表彰制度が始まった平成２９年

度には口頭発表が銀賞、ポスター発表も４つのうち、３つが銀賞を受賞。 

 

(4) その他の高校生対象の研究発表会やコンテスト 

 上記以外にも、高校生対象の研究発表会やコンテストはたくさんある。

その中でも、本校生が参加したものをいくつか紹介しておきたい。参加

希望者は担当の教員に申し出ること。 

・日本生態学会「みんなのジュニア生態学」：静岡大会と鹿児島大会の  

２度参加し、「ナチュラルヒストリー賞」を受賞。毎年３月に開催。 

・日本植物学会「高校生ポスター発表」：兵庫大会と北海道大会に参加し、いずれも高い評価を 

受けて「優良賞」を受賞。参加校中１校が「優秀賞」、２校が「優良賞」。毎年９月に開催。 

・日本動物学会「高校生ポスター発表」：岡山大会に参加し、「優秀賞」を受賞。平成２９年には

富山大会に参加した。毎年９月開催。 

・全国数学生徒研究発表会（マスフェスタ）：大手前高校主催の発表会に２回参加した。８月。 

・日本気象学会春季大会の「ジュニアセッション」（平成２９年６月に、ポスター発表に参加）。 

・日本農芸化学会で「ポスター発表」（平成３０年３月、名城大学）に参加。 

・高校化学グランドコンテスト（大阪市立大学・読売新聞社主催）：１回参加した。７月～９月 

 にエントリーし、１１月に最終選考会。 

・上記の発表会以外にも、朝日新聞社主催のコンテスト「ＪＳＥＣ」や、多くの学会で「高校生

対象のポスター発表」などを行っている。これらの発表の成果は、ＡＯ入試や推薦入試などで活

用できる。また、かなりの大学でＳＳＨの特別枠や、課題研究を活かして受験できる大学もある。 

 

＜高校生が発表できる学会の一例：詳しくはホームページで確認すること＞ 

・日本物理学会・プラズマ核融合学会・電気学会・応用物理学会・日本物理教育学会 

・日本化学会・日本農芸化学会・日本進化学会・日本遺伝学会・日本植物生理学会・日本哺乳類 

学会・日本水産学会・日本地球惑星科学連合・日本天文学会・日本地質学会など 

 

(5) 台湾の国立彰化高級中学との合同発表会（泉北高校との共催） 

 平成２６年度より毎年１２月に、彰化高級中学で合同発表会を開催

している。本校からは、平成２６～２７年度は１テーマ、平成２８～

３０年度は２～３テーマの英語による研究発表を行った。 

 

 

６．英語によるプレゼンテーションについて 

(1) 科学の分野における英語の重要性 

科学の分野における英語の重要性は言うまでもないことであるが、いくつか挙げておこう。 

① 学術論文はほとんどすべてが英語で書かれている。科学の世界の公用語が英語である。 

② 科学に関する情報収集を行う場合も、日本語ではわずかな情報しか集まらない。高校での課

植物学会で優良賞(2012) 
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題研究における情報検索でも、英語をキーワードにすると、多くの情報が集まる。 

③ 理系の大学や研究機関での研究や、企業における様々な活動も世界を舞台に進められ、英語 

 を使うことが前提となっている。 

④ 海外の人たちとの交流の場で、自分の研究について伝えるためには英語を使うしかない。 

(2) 泉北高校での取組 

① 総合科学科の生徒は全員、課題研究中間発表会では、「研究テー 

マ」を英語表記にし、最終発表会では、発表要旨やポスターの 

Abstract を数行の英語でまとめることと、口頭発表でもスライ 

ド１～２枚にまとめた要旨を英語で発表する。 

② 第１学年で「科学探究基礎」を選択し、第２学年で「科学英語 

 プレゼンテーション」を選択した生徒は、課題研究発表会の発表 

要旨・ポスターや口頭発表をすべて英語で行う。 

③ スタディツアーやＳＳＨ海外研修では、研修先での会話はすべ 

て英語であるが、大学や高校などで英語でのプレゼンテーション 

を体験する。また、台湾の国立彰化高級中学との英語による合同 

研究発表会は３年間継続しており、英語による発表は練習の成果 

もあってうまくでき、国際交流としても大きな成果を上げること 

ができた。（右の写真参照） 

 

(3) 英語でプレゼンテーションを行うために 

 英語でプレゼンテーションをする際の注意事項を書いておきたい。 

① 本来は最初から英語で作成するのがいいが、論理的な展開などを英語で考えるのは難しいの 

で、まず、ポスターやパワーポイントを日本語で完成させる方がよいだろう。 

② すぐに英語に翻訳するのではなく、英語に直しやすい簡単な短い日本語に修正する。英語の 

 授業で学習した構文などを思い出して、それに合う日本語に直しておくとよい。 

③ 次に、英文を一文ずつ日本語に翻訳していく。英文としては文法的に難解な表現は使う必要 

はなく、簡単な英文だけで対応できる。できた英文を翻訳ソフトなどを用いて、再び日本語に直

してみて通じるかをチェックするとよい。それがうまくいかない場合は、元の日本語を修正して

英語に翻訳し直す。最近は翻訳ソフトもよくなっているので、上手に使うとよい。 

④ その際、科学分野の専門用語については、専門分野の辞典などを使ったり、同じ分野の英文 

の論文をウェブサイトから見つけてきて、読んで確認するとよい。科学英語特有の「決まり文

句」や、その分野特有の言い回しなどを知ることができて、的確な表現が可能になる。 

⑤ 写真・図・グラフは世界共通に相手にダイレクトに伝わるので、多く掲載するとよい。数字 

 はそのまま使えるので、凡例や軸の名称・単位などを英語に直しておく。 

⑥ ポスターなどには、説明に必要な文章は最低限にとどめ、ポイントだけを英文にして、説明 

 は口頭で話す方がよい。英語に自信がない場合は、手元に原稿を持って読み上げてもよい。 

⑦ 完成した英文の発音は、英語科の先生やネイティブのＡＬＴにチェックしてもらおう。 

⑧ あとはとにかく練習あるのみ。本番は相手に伝えたいという熱意を持って笑顔で臨もう。文

法的に間違うことを恐れてしゃべらないより、自分が伝えたいことを口に出すこと。できるだ

けたくさんしゃべると相手が理解してくれる内容が増える。失敗を恐れずチャレンジ！ 

 

英語で課題研究発表 

彰化高級中学での発表 
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資料編 １．課題研究テーマ一覧表 
 

    

       【物理分野】 
    

期  班名  研究タイトル 
 

期  班名  研究タイトル 

37 物理１班  ループコースターの研究  
 

43 物理４班  木琴  

37 物理２班  流体力学～飛行機の構造と飛ぶ原理  
 

43 物理５班  紙の強度について 

37 物理３班  からくり人形の原理の解明  
 

44 物理２班  ミルククラウン 

38 物理１班  花火の軌道  
 

44 物理３班  熱電対温度計  

38 物理２班  渦電流の測定と解明  
 

44 物理４班  マイクロ波を使った火の玉発火実験  

38 物理３班  紙飛行機  
 

44 物理４班  糸電話による音の伝わり方  

38 物理４班  プロペラと迎え角  
 

44 物理５班  紙飛行機  

38 物理５班  モーターの原理について 
 

44 物理６班  リニアモーターカー 

39 物理１班  波のプログラミング 
 

45 物理１班  ハニカム構造の耐久度  

39 物理２班  エネループとアルカリ電池の違い 
 

45 物理２班  光速度に挑戦  

39 物理３班  ボーリングを制するには・・・ 
 

45 物理３班  空気砲  

39 物理４班  色素増感型太陽電池の製作  
 

45 物理４班  竹とんぼ 

39 物理５班  3D ダーツ 
 

46 物理１班  紙飛行機  

40 物理１班  紙飛行機をうまく飛ばす 
 

46 物理２班  ビニールハウス 

40 物理２班  ケイ効果  
 

46 物理３班  ブーメラン 

40 物理３班  ホバークラフトの作製  
 

46 物理４班  パラシュートと K の関係  

40 物理４班  スプリットを制するには・・・・ 
 

46 物理５班  音波の視覚化  

41 物理１班  前進翼・後退翼  
 

46 物理６班  スクリュープロペラ 

41 物理２班  新しい音を作り出せ 
 

47 物理１班  紙飛行機のテーパー比と飛距離の関係  

41 物理３班  オーロラを作ろう 
 

47 物理２班  竹とんぼの飛ぶ高さとはねの角度  

41 物理４班  蜃気楼  
 

47 物理３班  ダイラタント流体を用いた衝撃緩和  

41 物理５班  コイルガンを作る 
 

47 物理４班  チューブラーベルの製作  

41 物理６班  アニメキャラ決定戦  
 

47 物理５班  竹とんぼの滞空時間  

41 物理７班  パラメトリックスピーカー 
 

47 物理６班  スリンキーの動作解析  

42 物理１班  ピタゴラスイッチ 
 

47 物理７班  ヨーヨーの慣性モーメント 

42 物理２班  エレキギターのしくみ 
 

48 物理１班  理想のミルククラウンを目指して 

42 物理３班  電磁石コンピュータ 
 

48 物理２班  豆腐の強度さ 

42 物理４班  リニアモーターカー 
 

48 物理３班  スピードガンの作製  

42 物理５班  水波投影機の作製  
 

48 物理４班  物体の落下速度  

42 物理６班  ダイラタンシー―水溶き片栗粉による防弾  
 

48 物理５班  物体が及ぼす風  

42 物理７班  コイルガン 
 

49 物理６班  ドミノの運動  

42 物理８班  プラズマ発生実験  
 

49 物理１班  ジャイロ効果  

43 物理１班  雷  
 

49 物理２班  物体の形状と空気抵抗の関わり 

43 物理２班  ソフトボールを打ってみよう！ 
 

49 物理３班  音を外から小さくする 

43 物理３班  リニアモーターカー 
 

49 物理４班  ダイラタント流体を用いた衝撃吸収  

      
    

【化学分野】  
    

期  班名  研究タイトル 
 

期  班名  研究タイトル 

37 化学１班  光の吸収と光反応  
 

38 化学２班  清涼飲料水の甘さについて 

37 化学２班  ヨウ素デンプン反応  
 

38 化学３班  味覚の不思議  

37 化学３班  金属のイオン化傾向と金属樹  
 

38 化学４班  染色の不思議  

37 化学４班  簡易分光器を用いた金属の定性分析  
 

38 化学５班  歯の再石灰化について 

37 化学５班  砂糖の大結晶  
 

38 化学６班  電池について 

37 化学６班  色素増感型太陽電池  
 

38 化学７班  ビタミンＣの腐敗菌への効果  

37 化学７班  不思議な現象  
 

38 化学８班  香料  

37 化学８班  光触媒の機能  
 

38 化学９班  光触媒による水質浄化作用  

37 化学９班  炭酸飲料で骨がとける？ 
 

38 化学 10 班  炎色反応とスペクトル 

37 化学 10 班  硬水と軟水  
 

38 化学 11 班  日焼け止めについて 

37 化学 11 班  シャボン玉－界面活性剤と表面張力  
 

39 化学１班  色のいろイロ 

37 化学 12 班  酸性雨が花におよぼす影響  
 

39 化学２班  光触媒による消臭効果  

38 化学１班  ガラス 
 

39 化学３班  金属錯体とスペクトル 
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期  班名  研究タイトル 
 

期  班名  研究タイトル 

39 化学４班  オレンジオイル 
 

44 化学６班  色素増感型太陽電池  

39 化学５班  ケミカルガーデン 
 

45 化学１班  氷と音の振動  

39 化学６班  化学気相成長法の研究  
 

45 化学２班  蛍光  

39 化学７班  活性炭の吸着力について 
 

45 化学３班  濃硝酸と希硝酸の境界に関する研究  

40 化学１班  アスコルビン酸の還元性  
 

45 化学４班  結晶  

40 化学２班  セッケン 
 

45 化学５班  アゾ化合物を用いた新しい指示薬の作成 .  

40 化学３班  醤油の効能  
 

45 化学６班  ガラスの色相  

40 化学４班  色ガラスにおける着色について 
 

45 化学７班  リン酸銀の光触媒効果について 

40 化学５班  色素増感太陽電池  
 

45 化学８班  電場が銀樹の生成に与える影響  

40 化学６班  ろうそくによる炎色反応  
 

46 化学１班  保冷剤さらなる高みへ 

41 化学１班  周期律の検証  
 

46 化学２班  アゾ化合物を用いた新しい指示薬の作成 .  

41 化学２班  ガラス作り 
 

46 化学３班  炎色反応を用いたろうそくを作ろう！ 

41 化学３班  ＢＺ反応について 
 

46 化学４班  炎色反応を利用したろうそくの作製  

41 化学４班  オゾンの性質とその効能  
 

46 化学５班  チョークの再利用  

41 化学５班  色素増感太陽電池  
 

46 化学６班  ＢＺ反応  

41 化学６班  錯イオンとスペクトル 
 

47 化学１班  いろいろな光触媒でにおいを消そう！ 

42 化学１班  光触媒  
 

47 化学２班  炎色反応によるカラーろうそくの作製  

42 化学２班  染色  
 

47 化学３班  チョークの粉を再利用した色ガラスの作製  

42 化学３班  砂糖電池  
 

47 化学４班  蛍光チョークを作ろうー輝く未来のために  

42 化学４班  銀鏡反応によるアクリル鏡の作成  
 

47 化学５班  豆乳の凝固性とイオン 

42 化学５班  人工ルビーの合成  
 

47 化学６班  光る指示薬を作ろう 

42 化学６班  ルミノール反応  
 

48 化学１班  卵の殻の再利用  

42 化学７班  着色した炎を発するろうそくを作ろう 
 

48 化学２班  チョークを使って透明なガラスを作ろう 

43 化学１班  ＣＶＤ法によるダイヤモンドの合成  
 

48 化学３班  金属メッキ法と非金属メッキ法での腐食防止  

43 化学２班  銀鏡反応  
 

48 化学４班  シュレッダー紙の再利用  

43 化学３班  生物接触酸化による廃水処理  
 

48 化学５班  人工ルビーの合成  

43 化学４班  色素増感太陽電池  
 

48 化学６班  ゴムの弾性の謎を解く 

43 化学５班  ギ酸のフェーリング反応  
 

48 化学７班  炎色反応を利用したろうそくの作製  

43 化学６班  金属樹と標準電極電位の関係性  
 

49 化学１班  再利用した油で色付きのセッケンを作ろう  

43 化学７班  アゾ化合物の酸塩基指示薬としての活用  
 

49 化学２班  卵の殻を使って無色透明のガラスを作ろう .  

44 化学１班  生分解性プラスティックの特性  
 

49 化学３班  炎色反応を用いたろうそくの作製  

44 化学２班  発泡スチロールの再利用  
 

49 化学４班  野菜の皮から紙をつくる 

44 化学３班  リン酸銀の光触媒効果について 
 

49 化学５班  赤チョークを白チョークに再生  

44 化学４班  CVD 法によるダイヤモンドの合成  
 

49 化学６班  様々な糖からなる電池  

44 化学５班  効率のよい水と油の分離  
 

49 化学７班  人工サファイアの合成  

     
【生物分野】 

    
期  班名  研究タイトル 

 
期  班名  研究タイトル 

37 生物１班  蚊の好みの研究  
 38 生物１班  クモの糸の研究  

37 生物２班  クモの巣について～成分を探る～ 
 

38 生物２班  最もリラックスできる行動について 

37 生物３班  葉の鋸歯の変異  
 

38 生物３班  ３秒ルールは正しいか？ 

37 生物４班  動植物の再生について 
 

38 生物４班  アリの巣  

37 生物５班  
断食ダイエットって体にいいの？？悪
いの？？  38 生物５班  ヨーグルトと乳酸菌  

37 生物６班  パーフェクトアクアリウム 
 

38 生物６班  フィトンチッド 

37 生物７班  忌避植物による害虫の防除効果  
 

38 生物７班  ゼブラダニオの学習能力  

37 生物８班  キノコの栽培と環境条件  
 

38 生物８班  アレロパシーについて 

37 生物９班  
植物の成長とジベレリン・ビーナイン
の作用   

38 生物９班  人の味覚について 

37 生物 10 班  ダンゴムシの行動  
 

38 生物１０班  植物の反応  

37 生物１１班  ハムスターの迷路学習と色の識別  
 

38 生物１１班  人工孵化させたウコッケイの行動  

37 生物１２班  ヨーグルトと乳酸菌  
 

38 生物１２班  植物のがん ～癌腫病の治療と予防～ 

37 生物１３班  果物からの天然酵母の分離と発酵  
 38 生物１３班  光の波長と植物の光合成  

37 生物１４班  
ゼブラダニオの記憶力について～色
彩認識はできるのか～  38 生物１４班  セクシュアルマイノリティについて 

37 生物１５班  ハムサンドの食品添加物と腐敗の関係  
 

38 生物１５班  アホロートルの体色の変化について 
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期  班名  研究タイトル 
 

期  班名  研究タイトル 

39 生物１班  グッピーの性転換  
 

42 生物７班  クマムシとダニ 

39 生物２班  
ゼブラダニオは形や色をどこまで識
別できるか？  

42 生物８班  イチゴやトマトを甘くするには 

39 生物３班  田んぼの生物―特にカブトエビについて 
 

42 生物９班  
ユキノシタのアントシアン濃度に及ぼす
色光の影響  

39 生物４班  薬物に対する微生物の反応  
 

42 生物１０班  塩分濃度による発芽率と成長速度の変化  

39 生物５班  プラナリアの電気反応  
 

42 生物１１班  
四葉のクローバーはどうすれば増やせ
るのか？ 

39 生物６班  動作とリラックス 
 

42 生物１２班  バナナのスウィートスポットについて 

39 生物７班  グリセリン筋の収縮  
 

43 生物１班  クマムシの生態  

39 生物８班  アリの行動  
 

43 生物２班  リラックスについて . 

39 生物９班  虫が嫌う植物  
 

43 生物３班  ウミホタルの発光時間の延長について . 

39 生物 10 班  植物の成長に対する肥料の影響  
 

43 生物４班  ゼブラダニオの能力  

39 生物 11 班  プロトプラストの生成と細胞融合  
 

43 生物５班  プラナリアの条件反射  

39 生物 12 班  
果物から発生するエチレンが植物に
及ぼす影響   

43 生物６班  おいしいりんご 

39 生物 13 班  
カルスの形成におけるニンジンの殺
菌条件の検証   

43 生物７班  メダカの海水に対する順応 .. 

39 生物 14 班  菌で元気！～植物の成長～ 
 

43 生物８班  
植物の成長に及ぼす土壌の塩分濃度
と乾燥の影響  

39 生物 15 班  屋上緑化と壁面緑化の効果について 
 

43 生物９班  四つ葉のクローバーを増やす方法  

39 生物 16 班  コンパニオンプランツについて  43 生物 10 班  水草による水質浄化  

39 生物１７班  天然酵母の性質について 
 

43 生物１１班  キノコの生育に適した温度と湿度とは？ 

39 生物１８班  簡易ろ過器による細菌量の変化  
 

43 生物 12 班  えひめ AI-2 の効果について 

39 生物 19 班  
身の回りの製品やハーブ類の殺菌効果

について  
43 生物１３班  バナナのスイートスポットの性質  

39 生物 20 班  ワイン作り  43 生物１４班  カビの繁殖について 

40 生物１班  アリの飼育キット製作と行動実験  
 

43 生物５班  プラナリアの条件反射  

40 生物２班  キイロショウジョウバエの光走性  
 

43 生物６班  おいしいりんご 

40 生物３班  リラックスとは 
 

43 生物７班  メダカの海水に対する順応 .. 

40 生物４班  アホロートルの変態について 
 

43 生物８班  
植物の成長に及ぼす土壌の塩分濃度
と乾燥の影響  

40 生物５班  ウコッケイの反応   43 生物９班  四つ葉のクローバーを増やす方法  

40 生物６班  ゼブラダニオの学習   43 生物 10 班  水草による水質浄化  

40 生物７班  グッピーの性転換   43 生物１１班  キノコの生育に適した温度と湿度とは？ 

40 生物８班  人が努力なしにより速く走る方法  
 

43 生物 12 班  えひめ AI-2 の効果について 

40 生物１４班  生物 vs 合成添加物  
 

43 生物１３班  バナナのスイートスポットの性質  

40 生物１５班  高電圧をかけた水と植物の成長  
 

43 生物１４班  カビの繁殖について 

41 生物１班  ゼブラダニオの脳力  
 

44 生物１班  ミドリムシの光走性  

41 生物２班  メダカの体色変化  
 

44 生物２班  カラスの能力  

41 生物３班  プラナリアの自切実験  
 

44 生物３班  ゼブラダニオの学習能力  

41 生物４班  アリのオリジナル飼育キット 
 

44 生物４班  
The behavior and extermination of 
slugs 

41 生物５班  虫の好まない光  
 

44 生物５班  聴覚によるリラックス 

41 生物６班  グッピーの性転換   44 生物６班  ザリガニの体色変化  

41 生物７班  淡水魚を海水で飼おう 
 

44 生物７班  カフェインが動物の行動に及ぼす影響  

41 生物８班  ダンゴムシの習性  
 

44 生物８班  
The color of plants which have red 
leaves!! 

41 生物９班  酸性雨が植物の成長に及ぼす影響  
 

44 生物９班  根粒菌が植物の成長に及ぼす影響  

41 生物１０班  食虫植物について調べよう！ 
 

44 生物１０班  エコスフェア 

41 生物１１班  ニンジンのカルスの形成  
 

44 生物１１班  植物の塩分に対する耐性  

41 生物１２班  れいんぼーふらわー 
 

44 生物１２班  バナナのスイートスポット 

41 生物１３班  乾燥が植物の成長に与える影響  
 

44 生物１３班  微生物による水質浄化  

41 生物１４班  カビの好物～どの調味料を好むのか？～ 
 

44 生物１４班  究極の保湿剤を作る 

41 生物１５班  水の浄化について 
 

44 生物１５班  プラナリア 

42 生物１班  ダンボールコンポスト  45 生物１班  ミミズの分解能力  

42 生物２班  シャジクモによる生活排水の浄化  
 

45 生物２班  メダカの体液と外液の関係  

42 生物３班  アブラムシの生態研究  
 

45 生物３班  ダンゴムシの行動  

42 生物４班  
ＤＮＡの電気泳動法によるグッピーの
雌雄識別方法の確立   

45 生物４班  水田にいる生物の孵化  
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期  班名  研究タイトル 
 

期  班名  研究タイトル 

45 生物５班  屋上緑化のモデル実験  
 

48 生物１班  閉鎖環境下での物質循環  

45 生物６班  食虫植物の栄養状態による成長の変化  
 

48 生物２班  土耕栽培と水耕栽培の違い 

45 生物７班  光の色と葉の成長の関係  
 

48 生物３班  乳酸菌の増殖条件と諸性質  

45 生物８班  四つ葉のクローバーを増やす方法  
 

48 生物４班  食虫植物による消化  

45 生物９班  LED がキノコの子実体形成に及ぼす影響  
 

48 生物５班  オジギソウの葉の開閉の仕組み 

45 生物１０班  バイオフィルムの培養と除去  
 

48 生物６班  カビの発生と抑制  

45 生物１１班  動物の再生  
 

48 生物７班  ニホンアマガエルの体色変化  

46 生物１班  体色変化と環境条件  
 

48 生物８班  ペーパーキノコ 

46 生物２班  夜目のきき方  
 

48 生物９班  サンジソウの開花条件  

46 生物３班  気温とブラインシュリンプの生存率  
 

48 生物１０班  植物による虫に対する忌避効果  

46 生物４班  粘菌の行動  
 

48 生物１１班  クモの巣と摂取物の関係  

46 生物５班  乳酸菌の増殖  
 

48 生物１２班  草木染め 

46 生物６班  植物で紙づくり 
 

48 生物１３班  イネを塩害から守る 

46 生物７班  キノコの子実体形成と環境条件  
 

48 生物１４班  植物の成長と肥料の効果  

46 生物８班  植物の色とｐＨ 
 

48 生物１５班  メダカの体色変化  

46 生物９班  トマト・イチゴを甘くする栽培方法  
 

49 生物１班  泉北高校周辺の植生調査  

46 生物１０班  塩を含んだ土で豆を育てる 
 

49 生物２班  魚の探知能力 . 

46 生物１１班  暗闇でも植物は育つのか？ 
 

49 生物３班  味覚とリラックス 

46 生物１２班  植物の蒸散と成長量  
 

49 生物４班  甘いピーマンを作ろう 

47 生物１班  ダンゴムシの行動  
 

49 生物５班  幸せの四つ葉を増やせ！ 

47 生物２班  ニホンアマガエルの体色変化と環境条件  
 

49 生物６班  タモロコの条件付けと聴き分け 

47 生物３班  四つ葉のクローバーの増やし方  
 

49 生物７班  乳酸菌の殺菌効果  

47 生物４班  甘い野菜の育て方  
 

49 生物８班  みんな蚊ＨＡＰＰＹ 

47 生物５班  魚とｐＨの関係  
 

49 生物９班  ザリガニの体色変化に影響するエサ 

47 生物６班  バナナのシュガースポットとその効果  
 

49 生物９班  植物発電  

47 生物７班  アリの行動調査  
 

49 生物１０班  植物による虫に対する忌避効果  

47 生物８班  身近なものでカビ防止  
 

49 生物１１班  トマトの糖度調節  

47 生物９班  乳酸菌の増殖条件について 
 

49 生物１２班  金魚の環境による変化  

47 生物１０班  サンジソウの観察  
    

       【地学分野】 
     

期  班名  研究タイトル 
 

期  班名  研究タイトル 

37 地学１班  大規模地震と雨雲との因果関係について  
 

43 地学１班  泉北高校からの観天望気  

38 地学１班  結晶について 
 

44 地学１班  Liquefaction effect 

39 地学１班  流星群  
 

44 地学２班  個人で取り組む防災と避難  

39 地学２班  
最善の選択を導くゲーム理論～環境

問題への応用～  
44 地学３班  大阪府内で起こる水害について 

39 地学３班  「鳴門の渦潮」と「カルマン渦」 
 

45 地学１班  小学生対象の「防災教室」 

40 地学１班  ビル風  
 

45 地学２班  
コンピュータを用いたスプライト現象の

観測と分析  

40 地学２班  土砂崩れについて 
 

45 地学３班  過去の台風被害を現代にどう生かす 

40 地学３班  夜空の暗さと星の明るさの関係  
 

46 地学１班  長周期地震動における被害を減らすには 

40 地学４班  竜巻  
 

46 地学２班  泉北ニュータウンの水害対策  

40 地学５班  スプライトの観測  
 

46 地学３班  泉北丘陵の成り立ちとその歴史について 

41 地学１班  人工的な雲を作ろう!! 
 

46 地学４班  月の見え方について 

41 地学２班  風について 
 

47 地学１班  防災教育について 

42 地学１班  津波による遡上高と地形の関係性  
 

47 地学２班  積乱雲を求めて 

42 地学２班  地盤と液状化現象の関係  
 

49 地学１班  堺の気温上昇  

42 地学３班  竜巻  
 

49 地学２班  泉北高校災害予測マップ 

42 地学４班  泉北丘陵の歴史  
 

49 地学３班  
.貝塚市に分布する白亜系和泉層群の

層序と堆積構造 . 

42 地学５班  台風  タラス 
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【数学分野】 
     

期  班名  研究タイトル 
 

期  班名  研究タイトル 

37 数学１班  2^(n-1)(2^n-1)についての考察  
 

45 数学２班  魔方陣  

37 数学２班  ルービックキューブと愉快な仲間たち 
 

45 数学３班  測量  

38 数学１班  複素数とフラクタル 
 

46 数学１班  魔方陣  

38 数学２班  ナヴァシェシュ 
 

47 数学１班  多種多様なナンプレの作成  

39 数学１班  フィボナッチ数列  
 

47 数学２班  ルービックキューブの攻略  

40 数学１班  ふぃぼなっち数列  
 

47 数学３班  ポーカーの役の確率って？ 

41 数学１班  『音学』と『数楽』 
 

48 数学１班  幾何学をエクセルで表す研究  

42 数学１班  算額  
 

48 数学２班  数学オリンピックの図形問題について 

43 数学１班  数独  
 

48 数学３班  運命だと思っていたのに 

43 数学２班  幾何学模様をエクセルでつくると 
 

49 数学１班  ブラックジャックの確率について 

44 数学１班  ルービックキューブ 
 

49 数学２班  ゲーム理論  

45 数学１班  逆説  
    

       【情報分野】 
     

期  班名  研究タイトル 
 

期  班名  研究タイトル 

37 情報１班  自律思考型ロボットによる迷路の脱出  
 

45 情報２班  モーションセンサーを用いた手話の認識  

37 情報２班  SEMBOKU LABYRINTH の実装と評価  
 

46 情報１班  プログラミングとカメラによる色の検出  

38 情報１班  
全方向シューティングにおける人工知
能の開発と実装   

46 情報２班  絶対に負けない五目並べ 

38 情報２班  ｉアプリの人気ゲーム調査と開発  
 

46 情報３班  ドローンの災害現場での活用  

38 情報３班  
人工無脳「やほにい」～返答データベー
スを Web 上に持つ人工無脳～ 

 46 情報４班  ボイスロイドの利用  

 47 情報１班  絶対に負けないオセロ 

39 情報１班  ゲーム開発の KNOW-HOW 
 

47 情報２班  
モーションセンサーを使ったキーボード
の作成  

39 情報２班  違法コンテンツの現状と対策について 
 

48 情報１班  ついて来るショッピングカート 

40 情報１班  不思議のダンジョン風ゲーム作成  
 

48 情報２班  仮想楽器  

44 情報１班  プログラミングでレゴブロックを操作する 
 48 情報３班   ３Ｄマップを作ろう 

44 情報２班  JAVA 言語を使ってゲームを作る  49 情報１班  Kinect を用いた手話認識  

44 情報３班  衝突しない車を求めて  49 情報２班  オートショッピングシステム 
45 情報１班  仮想楽器  
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２．研究成果の一例 

(1) 発表要旨  

①  44 期・地学１班：中間発表会(2014 年 11 月) 

②  47 期・化学６班：中間発表会(2016 年 11 月) 
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③  47 期・物理４班：課題研究発表会(2017 年 6 月  

④ 46 期・数学１班：課題研究発表会(2016 年 6 月) 
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④   46 期・情報１班：課題研究発表会(2016 年 6 月) 

⑤   48 期生・生物３班：課題研究発表会(2018 年 6 月) 
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 (2) ポスター 

① 48 期・化学７班：中間発表会(2017 年 11 月) 

 

② 46 期・物理５班：中間発表会(2016 年 11 月) 
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③   46 期・地学４班：課題研究発表会(2016 年 6 月) 

④  42 期・生物 11 班：大阪府学生科学賞「最優秀賞」(2012 年 10 月)、日本植物学会「優良賞」 
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⑦ 47 期・生物２班：大阪府学生科学賞・最優秀賞、日本動物会・富山大会(2017 年 9 月)  
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⑧ 46 期・数学１班：ＳＳＨ生徒研究発表会(2016 年 8 月)「ポスター賞受賞」 
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(3) パワーポイント（口頭発表） 

 

① 48 期・物理２班：課題研究発表会(2018 年 6 月) 

 

 

 

 

 

 

② 43 期・生物 10 班：課題研究発表会(2013 年 6 月) 
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② 47 期・化学３班：課題研究発表会 (2017 年 6 月) 
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