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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  
 

42 物理７班  コイルガン 

37 物理２班  流体力学～飛行機の構造と飛ぶ原理  
 

42 物理８班  プラズマ発生実験  

37 物理３班  からくり人形の原理の解明  
 

43 物理１班  雷  

38 物理１班  花火の軌道  
 

43 物理２班  ソフトボールを打ってみよう！ 

38 物理２班  渦電流の測定と解明  
 

43 物理３班  リニアモーターカー 

38 物理３班  紙飛行機  
 

43 物理４班  木琴  

38 物理４班  プロペラと迎え角  
 

43 物理５班  紙の強度について 

38 物理５班  モーターの原理について 
 

44 物理２班  ミルククラウン 

39 物理１班  波のプログラミング 
 

44 物理３班  熱電対温度計  

39 物理２班  エネループとアルカリ電池の違い  
 

44 物理４班  マイクロ波を使った火の玉発火実験  

39 物理３班  ボーリングを制するには・・・  
 

44 物理４班  糸電話による音の伝わり方  

39 物理４班  色素増感型太陽電池の製作  
 

44 物理５班  紙飛行機  

39 物理５班  3D ダーツ 
 

44 物理６班  リニアモーターカー 

40 物理１班  紙飛行機をうまく飛ばす 
 

45 物理１班  ハニカム構造の耐久度  

40 物理２班  ケイ効果  
 

45 物理２班  光速度に挑戦  

40 物理３班  ホバークラフトの作製  
 

45 物理３班  空気砲  

40 物理４班  スプリットを制するには・・・・  
 

45 物理４班  竹とんぼ 

41 物理１班  前進翼・後退翼  
 

46 物理１班  紙飛行機  

41 物理２班  新しい音を作り出せ 
 

46 物理２班  ビニールハウス 

41 物理３班  オーロラを作ろう 
 

46 物理３班  ブーメラン 

41 物理４班  蜃気楼  
 

46 物理４班  パラシュートと K の関係  

41 物理５班  コイルガンを作る 
 

46 物理５班  音波の視覚化  

41 物理６班  アニメキャラ決定戦  
 

46 物理６班  スクリュープロペラ 

41 物理７班  パラメトリックスピーカー 
 

47 物理１班  紙飛行機のテーパー比と飛距離の関係  

42 物理３班  電磁石コンピュータ 
 

47 物理２班  竹とんぼの飛ぶ高さとはねの角度の関係  

42 物理６班  ダイラタンシー―水溶き片栗粉による防弾―  
 

47 物理３班  ダイラタント流体を用いた衝撃緩和  

42 物理１班  ピタゴラスイッチ 
 

47 物理４班  チューブラーベルの製作  

42 物理２班  エレキギターのしくみ 
 

47 物理５班  竹とんぼの滞空時間  

42 物理４班  リニアモーターカー 
 

47 物理６班  スリンキーの動作解析  

42 物理５班  水波投影機の作製  
 

47 物理７班  ヨーヨーの慣性モーメント 

      
    

【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  
 

42 地学４班  泉北丘陵の歴史  

38 地学１班  結晶について 
 

42 地学５班  台風 タラス 

39 地学１班  流星群  
 

43 地学１班  泉北高校からの観天望気  

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１班  Liquefaction effect 

39 地学３班  「鳴門の渦潮」と「カルマン渦」  
 

44 地学２班  個人で取り組む防災と避難  

40 地学１班  ビル風  
 

44 地学３班  大阪府内で起こる水害について  

40 地学２班  土砂崩れについて 
 

45 地学１班  小学生対象の「防災教室」  

40 地学３班  夜空の暗さと星の明るさの関係  
 

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４班  竜巻  
 

45 地学３班  過去の台風被害を現代にどう生かす 

40 地学５班  スプライトの観測  
 

46 地学１班  長周期地震動における被害を減らすには  

41 地学１班  人工的な雲を作ろう! ! 
 

46 地学２班  泉北ニュータウンの水害対策  

41 地学２班  風について 
 

46 地学３班  泉北丘陵の成り立ちとその歴史について 

42 地学１班  津波による遡上高と地形の関係性  
 

46 地学４班  月の見え方について 

42 地学２班  地盤と液状化現象の関係  
 

47 地学１班  防災教育について 

42 地学３班  竜巻  
 

47 地学２班  積乱雲を求めて 

      



 - 50 - 

【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  
 

41 化学６班  錯イオンとスペクトル 

37 化学２班  ヨウ素デンプン反応  
 

42 化学１班  光触媒  

37 化学３班  金属のイオン化傾向と金属樹  
 

42 化学２班  染色  

37 化学４班  簡易分光器を用いた金属の定性分析  
 

42 化学３班  砂糖電池  

37 化学５班  砂糖の大結晶  
 

42 化学４班  銀鏡反応によるアクリル鏡の作成  

37 化学６班  色素増感型太陽電池  
 

42 化学５班  人工ルビーの合成  

37 化学７班  不思議な現象  
 

42 化学６班  ルミノール反応  

37 化学８班  光触媒の機能  
 

42 化学７班  着色した炎を発するろうそくを作ろう 

37 化学９班  炭酸飲料で骨がとける？ 
 

43 化学１班  ＣＶＤ法によるダイヤモンドの合成  

37 化学 10 班  硬水と軟水  
 

43 化学２班  銀鏡反応  

37 化学 11 班  
シャボン玉（界面活性剤と表面張

力の関係）  
43 化学３班  生物接触酸化による廃水処理  

37 化学 12 班  酸性雨が花におよぼす影響  
 

43 化学４班  色素増感太陽電池  

38 化学１班  ガラス 
 

43 化学５班  ギ酸のフェーリング反応  

38 化学２班  清涼飲料水の甘さについて 
 

43 化学６班  金属樹と標準電極電位の関係性  

38 化学３班  味覚の不思議  
 

43 化学７班  アゾ化合物の酸塩基指示薬としての活用  

38 化学４班  染色の不思議  
 

44 化学１班  生分解性プラスティックの特性  

38 化学５班  歯の再石灰化について 
 

44 化学２班  発泡スチロールの再利用  

38 化学６班  電池について 
 

44 化学３班  リン酸銀の光触媒効果について 

38 化学７班  ビタミンＣの腐敗菌への効果  
 

44 化学４班  CVD 法によるダイヤモンドの合成  

38 化学８班  香料  
 

44 化学５班  効率のよい水と油の分離  

38 化学９班  光触媒による水質浄化作用  
 

44 化学６班  色素増感型太陽電池  

38 化学 10 班  炎色反応とスペクトル 
 

45 化学１班  氷と音の振動  

38 化学 11 班  日焼け止めについて 
 

45 化学２班  蛍光  

39 化学１班  色のいろイロ 
 

45 化学３班  濃硝酸と希硝酸の境界に関する研究  

39 化学２班  光触媒による消臭効果  
 

45 化学４班  結晶  

39 化学３班  金属錯体とスペクトル 
 

45 化学５班  アゾ化合物を用いた新しい指示薬の作成 . 

39 化学４班  オレンジオイル 
 

45 化学６班  ガラスの色相  

39 化学５班  ケミカルガーデン 
 

45 化学７班  リン酸銀の光触媒効果について 

 
化学６班  化学気相成長法の研究  

 
45 化学８班  電場が銀樹の生成に与える影響  

39 化学７班  活性炭の吸着力について 
 

46 化学１班  保冷剤さらなる高みへ 

40 化学１班  アスコルビン酸の還元性  
 

46 化学２班  アゾ化合物を用いた新しい指示薬の作成 . 

40 化学２班  セッケン 
 

46 化学３班  炎色反応を用いたろうそくを作ろう！  

40 化学３班  醤油の効能  
 

46 化学４班  炎色反応を利用したろうそくの作製  

40 化学４班  色ガラスにおける着色について  
 

46 化学５班  チョークの再利用  

40 化学５班  色素増感太陽電池  
 

46 化学６班  ＢＺ反応  

40 化学６班  ろうそくによる炎色反応  
 

47 化学１班  いろいろな光触媒でにおいを消そう！  

41 化学１班  周期律の検証  
 

47 化学２班  炎色反応によるカラーろうそくの作製  

41 化学２班  ガラス作り 
 

47 化学３班  
チョークの粉を再利用した色ガラスの作

製  

41 化学３班  ＢＺ反応について 
 

47 化学４班  蛍光チョークを作ろう～輝く未来のために～  

41 化学４班  オゾンの性質とその効能  
 

47 化学５班  豆乳の凝固性とイオン 

41 化学５班  色素増感太陽電池  
 

47 化学６班  光る指示薬を作ろう 

 

     



 - 51 - 

【生物分野（その１）】 
    

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  
 

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 

37 生物２班  クモの巣について～成分を探る～ 
 

39 生物 20 班  ワイン作り 

37 生物３班  葉の鋸歯の変異  
 

40 生物１班  アリの飼育キット製作と行動実験  

37 生物４班  動植物の再生について 
 

40 生物２班  キイロショウジョウバエの光走性  

37 生物５班  
断食ダイエットって体にいいの？？悪い
の？？  

40 生物３班  リラックスとは 

37 生物６班  パーフェクトアクアリウム 
 

40 生物４班  アホロートルの変態について  

37 生物７班  忌避植物による害虫の防除効果  
 

40 生物５班  ウコッケイの反応  

37 生物８班  キノコの栽培と環境条件  
 

40 生物６班  ゼブラダニオの学習  

37 生物９班  植物の成長とジベレリン・ビーナインの作用  
 

40 生物７班  グッピーの性転換  

37 生物 10 班  ダンゴムシの行動  
 

40 生物８班  人が努力なしにより速く走る方法  

37 生物１１班  ハムスターの迷路学習と色の識別  
 

40 生物９班  プラナリアの再生実験  

37 生物１２班  ヨーグルトと乳酸菌  
 

40 生物１０班  トマト de 水耕栽培 feat.イチゴ 

37 生物１３班  果物からの天然酵母の分離と発酵  
 

40 生物１１班  
いろいろな果物から分離した天然酵
母の性質について 

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～  

40 生物１２班  挿し木を成功させる方法  

37 生物１５班  ハムサンドの食品添加物と腐敗の関係  
 

40 生物１３班  植物に対する酸性雨の影響  

38 生物１班  クモの糸の研究  
 

40 生物１４班  生物 vs 合成添加物  

38 生物２班  最もリラックスできる行動について  
 

40 生物１５班  高電圧をかけた水と植物の成長  

38 生物３班  ３秒ルールは正しいか？ 
 

41 生物１班  ゼブラダニオの脳力  

38 生物４班  アリの巣  
 

41 生物２班  メダカの体色変化  

38 生物５班  ヨーグルトと乳酸菌  
 

41 生物３班  プラナリアの自切実験  

38 生物６班  フィトンチッド 
 

41 生物４班  アリのオリジナル飼育キット 

38 生物７班  ゼブラダニオの学習能力  
 

41 生物５班  虫の好まない光  

38 生物８班  アレロパシーについて 
 

41 生物６班  グッピーの性転換  

38 生物９班  人の味覚について 
 

41 生物７班  淡水魚を海水で飼おう 

38 生物１０班  植物の反応  
 

41 生物８班  ダンゴムシの習性  

38 生物１１班  人工孵化させたウコッケイの行動  
 

41 生物９班  酸性雨が植物の成長に及ぼす影響  

38 生物１２班  植物のがん ～癌腫病の治療と予防～ 
 

41 生物１０班  食虫植物について調べよう！ 

38 生物１３班  光の波長と植物の光合成  
 

41 生物１１班  ニンジンのカルスの形成  

38 生物１４班  セクシュアルマイノリティについて  
 

41 生物１２班  れいんぼーふらわー 

38 生物１５班  アホロートルの体色の変化について  
 

41 生物１３班  乾燥が植物の成長に与える影響  

39 生物１班  グッピーの性転換  
 

41 生物１４班  カビの好物～どの調味料を好むのか？～  

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？  

41 生物１５班  水の浄化について 

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１班  ダンボールコンポスト 

39 生物４班  薬物に対する微生物の反応  
 

42 生物２班  シャジクモによる生活排水の浄化  

39 生物５班  プラナリアの電気反応  
 

42 生物３班  アブラムシの生態研究  

39 生物６班  動作とリラックス 
 

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  

39 生物７班  グリセリン筋の収縮  
 

42 生物５班  シジミの水質浄化能力と飼育  

39 生物８班  アリの行動  
 

42 生物６班  
ウミホタルのルシフェリンは還元できる

か？ 

39 生物９班  虫が嫌う植物  
 

42 生物７班  クマムシとダニ 

39 生物１０班  植物の成長に対する肥料の影響  
 

42 生物８班  イチゴやトマトを甘くするには 

39 生物１１班  プロトプラストの生成と細胞融合  
 

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１２班  
果物から発生するエチレンが植物に及
ぼす影響   

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１３班  
カルスの形成におけるニンジンの殺菌
条件の検証   

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１４班  菌で元気！～植物の成長～ 
 

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１５班  屋上緑化と壁面緑化の効果について  
 

43 生物１班  クマムシの生態  

39 生物１６班  コンパニオンプランツについて  
 

43 生物２班  リラックスについて . 

39 生物１７班  天然酵母の性質について 
 

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１８班  簡易ろ過器による細菌量の変化  
 

43 生物４班  ゼブラダニオの能力  
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【生物分野（その２）】 
    

期  班名  研究タイトル 
 
期  班名  研究タイトル 

43 生物５班  プラナリアの条件反射  
 

45 生物５班  屋上緑化のモデル実験  

43 生物６班  おいしいりんご 
 

45 生物６班  食虫植物の栄養状態による成長の変化  

43 生物７班  メダカの海水に対する順応 . . 
 

45 生物７班  光の色と葉の成長の関係  

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   

45 生物８班  四つ葉のクローバーを増やす方法  

43 生物９班  四つ葉のクローバーを増やす方法  
 

45 生物９班  LED がキノコの子実体形成に及ぼす影響  

43 生物 10 班  水草による水質浄化  
 

45 生物１０班  バイオフィルムの培養と除去  

43 生物１１班  キノコの生育に適した温度と湿度とは？  
 

45 生物１１班  動物の再生  

43 生物 12 班  えひめ AI-2 の効果について 
 

46 生物１班  体色変化と環境条件  

43 生物１３班  バナナのスイートスポットの性質  
 

46 生物２班  夜目のきき方  

43 生物１４班  カビの繁殖について 
 

46 生物３班  気温とブラインシュリンプの生存率  

44 生物１班  ミドリムシの光走性  
 

46 生物４班  粘菌の行動  

44 生物２班  カラスの能力  
 

46 生物５班  乳酸菌の増殖  

44 生物３班  ゼブラダニオの学習能力  
 

46 生物６班  植物で紙づくり 

44 生物４班  The behavior and extermination of 
slugs  46 生物７班  キノコの子実体形成と環境条件  

44 生物５班  聴覚によるリラックス 
 

46 生物８班  植物の色とｐＨ 

44 生物６班  ザリガニの体色変化  
 

46 生物９班  トマト・イチゴを甘くする栽培方法  

44 生物７班  カフェインが動物の行動に及ぼす影響  
 

46 生物１０班  塩を含んだ土で豆を育てる 

44 生物８班  The color of plants which have red 
leaves!!  46 生物１１班  暗闇でも植物は育つのか？ 

44 生物９班  根粒菌が植物の成長に及ぼす影響  
 

46 生物１２班  植物の蒸散と成長量  

44 生物１０班  エコスフェア 
 

47 生物１班  ダンゴムシの行動  

44 生物１１班  植物の塩分に対する耐性  
 

47 生物２班  ニホンアマガエルの体色変化と環境条件  

44 生物１２班  バナナのスイートスポット 
 

47 生物３班  四つ葉のクローバーの増やし方  

44 生物１３班  微生物による水質浄化  
 

47 生物４班  甘い野菜の育て方  

44 生物１４班  究極の保湿剤を作る 
 

47 生物５班  魚とｐＨの関係  

44 生物１５班  プラナリア 
 

47 生物６班  バナナのシュガースポットとその効果  

45 生物１班  ミミズの分解能力  
 

47 生物７班  アリの行動調査  

45 生物２班  メダカの体液と外液の関係  
 

47 生物８班  身近なものでカビ防止  

45 生物３班  ダンゴムシの行動  
 

47 生物９班  乳酸菌の増殖条件について 

45 生物４班  水田にいる生物の孵化  
 

47 生物１０班  サンジソウの観察  

【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  
 

43 数学２班  幾何学模様をエクセルでつくると 

37 数学２班  ルービックキューブと愉快な仲間たち  
 

44 数学１班  ルービックキューブ 

38 数学１班  複素数とフラクタル 
 

45 数学１班  逆説  

38 数学２班  ナヴァシェシュ 
 

45 数学２班  魔方陣  

39 数学１班  フィボナッチ数列  
 

45 数学３班  測量  

40 数学１班  ふぃぼなっち数列  
 

46 数学１班  魔方陣  

41 数学１班  『音学』と『数楽』 
 

47 数学１班  多種多様なナンプレの作成  

42 数学１班  算額  
 

47 数学２班  ルービックキューブの攻略  

43 数学１班  数独  
 

47 数学３班  ポーカーの役の確率って？ 

       【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  
 

44 情報２班  JAVA 言語を使ってゲームを作る 

37 情報２班  SEMBOKU LABYRINTH の実装と評価  
 

44 情報３班  衝突しない車を求めて 

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   

45 情報１班  仮想楽器  

38 情報２班  ｉアプリの人気ゲーム調査と開発  
 

45 情報２班  モーションセンサーを用いた手話の認識  

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１班  プログラミングとカメラによる色の検出  

 
46 情報２班  絶対に負けない五目並べ 

39 情報１班  ゲーム開発の KNOW-HOW 
 

46 情報３班  ドローンの災害現場での活用  

39 情報２班  違法コンテンツの現状と対策について  
 

46 情報４班  ボイスロイドの利用  

40 情報１班  不思議のダンジョン風ゲーム作成  
 

47 情報１班  絶対に負けないオセロ 

44 情報１班  プログラミングでレゴブロックを操作する  
 

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  
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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  46 期・化学２班：中間発表会(2015 年 11 月) 
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③ 46 期・生物１班：中間発表会(2015 年 11 月) 

④ 46 期・物理６班：課題研究発表会(2016 年 6 月) 
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⑤ 46 期・数学１班：課題研究発表会(2016 年 6 月) 

 

⑥ 46 期・情報１班：課題研究発表会(2016 年 6 月) 
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(2) ポスター 

① 45 期・化学７班：中間発表会(2015 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  46 期・生物 11 班：課題研究発表会(2016 年 6 月) 
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⑤  43 期・生物２班：日本動物学会岡山大会「優秀賞」受賞(2013 年９月) 

⑥  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 43 期・生物８班：日本植物学会・北海道大会「優良賞」(2013 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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⑨ 45 期・生物３班：大阪府学生科学賞(2015 年 10 月)「最優秀賞(堺市長賞)受賞」  
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(3) パワーポイント（口頭発表） 

 

① 46 期・物理５班：課題研究発表会(2016 年 6 月) 
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② 43 期・生物 10 班：課題研究発表会(2013 年 6 月) 
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② 46 期・化学５班：台湾国立彰化高級中学との合同研究発表会(2016 年 12 月) 

 
 

 

 

 

 

 


