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あらまし
平成２９年度２年生のスーパー探究科学の物理班５グループを担当して、全員で年度末にある日本物理

学会Ｊｒセッションに参加しようと目標をたて取り組んだ探究活動を報告する。また、あわせて校外での
他の学会・研究発表についても紹介する。
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１ はじめに
本校は、平成２３年度に文部科学省からＳＳＨ

校(１期目)の認定を受けた。その中で、校外への
研究成果の普及の活動の一環として、地学・生物
科目に続き、３期生から物理科目においても２年
スーパー探究科学(ＳＳコース)の物理班が、毎年
３月にある日本物理学会Ｊｒセッションに、１年
間の探究活動の成果を発表する機会として参加し
ている。そして、昨年度ＳＳＨ２期目となって理
数・ＳＳコース共、全クラスがＳＳＨ事業対象と
なり、今年度は２年生のスーパー探究科学物理班
の５グループが、日本物理学会Ｊｒセッションの
参加を目標に、探究活動をスタートさせた。

２ ２年生スーパー探究科学について
２年生のスーパー探究科学では、理数コースの

１･２組が合同授業で、ＳＳコースの３組が単独授
業の形で行われる。年度当初に希望により物理・
化学・生物・地学・数学の５分野に均等に分けら
れるのだが、１・２組では物理科目に難しいイメ
ージがあり毎年人気がなく、他の科目に入れなか
った第３・第４希望の生徒でなんとか３グループ
が成立、３組と合わせて５グループ１７名の生徒
が集まった。
〔テーマ決め・探究活動スタート〕

４月当初、全員でＪｒセッションに参加するこ
とを前提に研究テーマを考えるように指示したと
ころ、高校１年よりの継続研究を希望した１･２組
Ｐ２ドミノ班以外はテーマ設定に難航した。それ
は、Ｊｒセッションで発表するためには、しっか
りしたデータ(実験結果)に基づく考察や結論が求
められているからである。何故なら、実験データ
は数値化できるものが望ましく、生徒たちはそれ
に沿った研究テーマを設定するために２転３転し、
１ヶ月以上の時間を費やした。そして、１･２組Ｐ
１班は、当初は「組木造り」で研究を続けていた
が挫折し、先輩の研究の「筋交い」に興味を持ち、
教えを乞い継続研究に変更した。また、１･２組Ｐ
３班の生徒はもともと生物班希望であったので、
数値化にこだわらず、好きなテーマを探してﾋﾟﾝﾎｰ
ﾙｶﾒﾗ班となった。続いて３組Ｐ１班では機械系工
学部志望の生徒が集まっていたので、「ものづくり」
と関連するテーマを希望し、自分たちの手で「ス
ターリング・エンジンの製作」をテーマに取り組
むことに決まった。最後に、３組Ｐ２班は、エコ
社会における風力発電の研究をテーマと考えてい

たが、風車の羽根とブーメランの羽根が形が似て
いることから、２つの羽根の相関関係を研究をす
る「ブーメランの羽根の探究」から取り組み始め
た。
〔担当教員として〕

今年度、２年の物理班５グループ全員が物理学
会Ｊｒセッションへ参加するという目標は、私に
とっても大きな目標であり、プレッシャーでもあ
った。何故なら、初めてＪｒセッションに参加し
た年、物理班２グループを同時に指導した経験上、
物理学会Ｊｒセッションの参加条件がても厳しか
ったからである。その内容は、１月初旬に研究レ
ポート(５枚)を提出してエントリー資格を得て、
その審査を通過したグループだけが参加できると
いうものであった。だから、その期日までに探究
を進めレポートを完成させるには、生徒たちの時
間的・労力的頑張りも必要だが、指導者としも同
等の頑張りが必要となり、今年度の５グループへ
の指導はいろいろと厳しいものが予測された。

しかしながら、私の探究活動の指導スタイルは、
できるだけ生徒自身の自主性で、メンバーと協力
し合って取り組ませるべきと考えており、自由に
させた。ただし、毎回提出するノーベルノート(授
業用研究記録ノート・平常点の評価対象)で、活動
記録を確認し疑問や助言を与え、探究の方向性を
修正した。また、探究活動が停滞した時は、その
班に付いて一緒に意見を戦わせた。日頃、私は、
教員が班のリーダーになれば、その研究は教員の
ものとなり、生徒たちの研究でなくなると考えて
いる。だから、私はあくまでもアドバイザーとし
て生徒たちをサポートした。

３ サイエンスキャッスル
２学期になり、どの班も実験データの収集に本

格的に動き出した。（※「筋交い班」や「ブーメラ
ン班」は夏休み期間中も物理室に集まってデータ
収集に取り組んでいた。）その最中、２年生スーパ
ー探究科学の全グループにサイエンスキャッスル
の募集の案内がきた。

サイエンスキャッスルは、(株)リバネスが『企
業×学校による教育の活性化』とういうコンセプ
トで実施している中高生のための学会である。２
０１４年の関東・関西大会から始まり、現在は関
東・関西・九州・東北・シンガポール大会と拡大
し開催している。私たちが参加する関西大会は１
２月２３日(土)大阪明星学園で行われ、参加申込



期限が９月２９日(金)となっていた。２学期にな
っても実験データがなかなか集まらず、発表の形
すら定まらない物理班の中で、３組Ｐ２ブーメラ
ン班だけが参加を希望してきた。

ブーメラン班も他の班同様まだまだ発表できる
データや成果はあがってはいなかったが、先輩た
ちの影響もあって人前で発表したいという気持ち
が強く、意気込みだけで申し込んだ。よって、参
加申請のための「要旨、目的、背景、仮説、材料
と方法、結果、考察・展望、研究・開発へのパッ
ション、等」のフォームに、現時点で得たデータ
で考察できる限りのまとめと、今後の取り組むべ
き実験や予測される結果を分析して記入した。

そして、１１月７日(火)の口頭発表・ポスター
発表の審査結果発表が関西大会だけ延期となり、
２週間後に口頭発表１２件、ポスター発表１１７
件と発表され、Ｐ２ブーメラン班もポスター発表
で参加することとなった。

そして、サイエンスキャッスル当日、大会テー
マ『研究の始まりは好奇心から』が紹介され、発
表１２９件・参加者６０２名の中、口頭発表、ポ
スター発表、特別講演の順に盛況に行われた。そ
して、３名のブーメラン班の生徒は、１時間しか
ないポスター発表で、一人はポスター前で、残り
二人はＢ４の縮小ポスターを持って、多くの学生
や教員に自分たちの研究成果を一生懸命に説明し
ていた。たった１時間であったが、３名にとって
は大きなイベントであり、有意義な経験になった。

サイエンスキャッスル・ポスター発表

４ 第 10 回益田塾シンポジュウム
今回はサイエンスキャッスルと同時期となり参

加を見送ったが、平成２９年１２月１７日(日)京
都産業大学・神山ホール(読売新聞社共催)で定員
800 名(事前申込制)で行われた。高校生によるポ
スターセッションは１８校２３ﾁｰﾑが集まり、一般
来場者や益川塾の塾生(博士研究員)と知見を高め
合う活気ある交流を深められたそうである。〔今年
度の参加申込み締切りは、１１月３０日〕

５ 日本物理学会Ｊｒセッションへの道のり
７月１５日に衝撃が走った。この日、第１４回

日本物理学会Ｊｒセッション(２０１８)の開催・
募集要項が発表された。先に述べたが、例年エン
トリー申請に、要旨６５０文字と研究レポート(５
枚以内)等を 1 月初旬締切りで募集されていた。し
かし、今年はそれに研究の発表歴や継続研究の進

展の報告を追加し、さらに募集期間が１１月１日
～１２月７日となり締切りが１か月も早くなった。
『正直、困った。』の一言につきた。いつも冬休み
に追加実験をして、追い上げてレポートを完成さ
せているので、探究活動の計画を大幅に修正しな
ければいけない結果となった。しかし、１学期の
授業はすでに終了しており、放課後に物理班を集
めて募集要項の説明をして、各班で相談して探究
活動の計画を修正するように指示した。各班共、
１１月の中間発表までに、できるだけ多く実験デ
ータの収集に力を入れ、結果を考察しながらまと
めていく方向で取り組んだ。そして、１･２組Ｐ１
筋交い班は、夏休み中から着々と実験を重ねデー
タを数多く集めていった。また、Ｐ２ドミノ班も、
１年時の継続研究データに加え、２年時の公式ド
ミノを使用した実験データと比較・検証して探究
活動を進めていった。この２班のように多くの時
間を費やし地道な作業である実験を重ね、データ
を多く集めることで実験結果や考察の信頼性をあ
げ、研究成果をレポートにまとめることが探究活
動の望ましい形と考える。それに対して、Ｐ３ﾋﾟﾝ
ﾎｰﾙｶﾒﾗ班は「二つの時間の壁」に阻まれ、実験結
果(写真)を集めることができなかった。一つ目はﾋﾟ
ﾝﾎｰﾙｶﾒﾗで撮影する「露光時間」、二つ目は暗室を
毎回一から作り、三つの工程からなる「現像時間」。
さらに、慣れない実験作業に加え、天候の影響を
大きく受けるため実験が進まず、Ｊｒセッション
のレポートが間に合わず、エントリー断念を余儀
なくされた。

一方、３組Ｐ１ｽﾀｰﾘﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾝ班も、エンジンの
製作を何度も繰り返し、試作機を４号機まで作る
が始動することはなかった。しかし、その製作過
程で学んだスターリングエンジンの原理をレポー
トにまとめ、Ｊｒセッションへのエントリー申請
を行った。そして、Ｐ２ブーメラン班は、夏休み
から実験をスタートしていたので、他の班より探
究活動の進展もはやく、サイエンスキャッスルの
ポスター作成と同時進行でＪｒセッションのレポ
ート作成も取り組み完成させた。結局、Ｐ３ﾋﾟﾝﾎｰ
ﾙｶﾒﾗ班以外の４グループが物理学会Ｊｒセッショ
ンにエントリー申請を行い、１月３１日の審査結
果を待つこととなった。

昨年度第１３回日本物理学会Ｊｒセッションは
大阪大学で開催され、応募総数約１７０件中ポス
ター発表に選出されたのは約１００件と厳しい審
査結果であった。そして、今年度第１４回日本物
理学会Ｊｒセッションは、平成３０年３月２３日
（金）に東京理科大学（野田キャンパス）で開催
される。

そして、１月３１日に審査結果が発表され、応
募総数１３８件中、ポスター発表に１０２件が選
ばれた。本校では、１･２組Ｐ１筋交い班、Ｐ２ド
ミノ班、３組Ｐ２ブーメラン班の３グループが審
査を通過し、Ｊｒセッションに参加することとな
り、ポスター発表に向け、その準備に取り組んで
いる。



６ 第２回ＩＢＬユースカンファレンス
このイベントは、高校生を主な対象とした「探

究的な学習」の発表会で、授業や課外活動の成果
のまとめ、来場者との対話・交流を通して学びを
深めることを重視して企画されている。今回、平
成３０年３月２９日(木)に大阪市総合生涯学習セ
ンターで開催を予定されていたが、２月１０日の
登録締切りまでに１００件近いポスター出展があ
り、参加者も３００名に届く可能性が出て、ドー
ンセンターに会場変更して実施を予定している。

そして、今回物理班のＰ３ﾋﾟﾝﾎｰﾙｶﾒﾗ班とＰ１ｽﾀ
ｰﾘﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾝ班がＪｒセッションに参加できなかっ
たものの、同時期に行われるＩＢＬユースカンフ
ァレンスでのポスター発表に向け、その準備に取
り組んでいる。

７ 各班のエントリー要旨(アブストラクト)紹介
次に、日本物理学会Ｊｒセッションにエントリ

ーするために準備した５班の要旨を掲載する。
①１･２組Ｐ１班「筋交いによる強度変化」
本研究では、筋交いの耐久力の数値化を目指し

た。実験Ⅰでは、長方形の枠に筋交いを入れた場
合(A)と筋交いを入れない場合(B)の枠の耐久力の
違いを調べる為に、竹材で枠を作り、ばねばかり
を使って引っ張り、枠の耐久力を測定した。その
結果、計測できる範囲では、「筋交いあり」のほう
が「筋交いなし」より耐久力が多少大きいことが
わかった。さらに、実験Ⅱで、実験Ⅰの測定範囲
以上の耐久力を調べるために、枠に糸でつないだ
箱に重りを入れて引っ張り、枠の耐久力を測定し
た。その結果、「筋交いあり」・「筋交いなし」で大
きく耐久力の差があることがわかった。さらに、「筋
交いあり」では、一本の筋交いの枠への配置を「斜
め右下(A)」と「斜め右上(B)」の場合に分けて実
験を行った。その結果、「筋交いなし(AB)」より
「斜め右上(B)」のほうが耐久力が大きく、さら
に「斜め右下(A)」が一番耐久力が大きかった。
ただし、「筋交いあり」のほうが耐久力が強くなる
のは明らかであるが、筋交いがあると枠の竹材自
身に負担がかかり、枠の竹材が折れやすくなった。
また、「斜め右下（A）・右上（B）」の結果の違い
は、A・B にかかる力の向きが枠を右方向に加え
る為、四角形の枠の上辺が右に動き平行四辺形に
なり、平行四辺形の対角線が長いほう位置する「斜
め右上(B)」は筋交いとしての働きができず、対
角線の短いほうに位置する「斜め右下(A)」には
荷重がかかり筋交いの効果が働き耐久力が高いこ
とが分かった。

今後は、一本の筋交い（＝片筋交い）の水平方
向だけではなく鉛直方向の耐久力や、たすき掛け
の 2 本の筋交い(＝両筋交い）の耐久力を調べたい。

②１･２組Ｐ３班「ﾄﾞﾐﾉ倒しの規則性を探究する」
最初、私たちのグループは、ただ速く倒れるド

ミノを作りたくてこの実験を始めた。しかし、ド
ミノを調べるうちに、速いだけではなく、いろん
なコースや図形を描きながら倒れていくドミノ倒
しに興味をもち、ドミノ倒しの動きに規則性はな
いかと疑問を持つようになった。そして、1 年目
の最初の実験は、市販で買ったドミノ（縦 4.3 ㎝
×横 2.0 ㎝×幅 0.7 ㎝、重さ 3.23g）を使用して、
どの間隔の時が一番速くドミノが倒れるのかを調
べた。その結果、そのドミノでは、ドミノの間隔
が 1.70 ㎝の時が一番速く倒れることがわかった。
また、メトロノームの錘の位置が低いほうが速く
振動する（＝倒れる）ことから、ドミノの重心が
低いほうが速く倒れると仮定し、ドミノの重心を
変えることで、ドミノが倒れる速度が変化するか
を調べ始め繰り返し実験に取り組み確認したとこ
ろ、全く逆の結果となった。

そして、２年目になってさらに、データの信頼
度を上げるために、統一した規格のドミノを使用
する必要性を考慮し、ドミノ協会の公式ドミノ（縦
4.6 ㎝×横 2.3 ㎝×幅 0.8 ㎝、重さ 8.58g）を使って
再度実験に取り組み行った。その結果、公式ドミ
ノではその間隔が 1.80cm の時が一番速く倒れるこ
とがわかった。ドミノの大きさにより、倒れる間
隔が違うことから、その他に共通する規則性がな
いか考察した結果、角度に注目した。そうすると
1.70cm も 1.80 ㎝の時も、ドミノが倒れて隣のドミ
ノに接触するときの角度が 66 度であることがわか
った。今後、さらに他のサイズでも 66 度の時が、
最も速くドミノが倒れるのかを確認し、さらにど
うして『66 度』であるのかの意味を検証していき
たいと考える。

③１･２組Ｐ３班「ﾋﾟﾝﾎｰﾙｶﾒﾗの原理」
デジタルカメラ時代であり、フィルムカメラの

フィルムを見たことのない私たちのグル－プは、
研究テーマについてインターネットで調べた時、
『ピンホールカメラ』という言葉を目にした。レ
ンズなしでも写真が撮れるということ、写真を現
像する工程に興味を持ち、このテーマで研究を始
めた。簡易ピンホールカメラの製作法を調べ、ピ
ンホールカメラの原理を学習しながら、実際にピ
ンホールカメラを作製した。その過程で、針穴の
大きさを測ることやできるだけ小さい穴を開ける
ということに苦労した。そして、実際に実験する
にあたり「露光時間」の壁にぶち当たった。最初
の実験では、適当な時間で撮影をして、撮影可能
な基準となる時間を探すことから始めたが、印画
紙は完全に感光した。次に、露光時間を計算する



アプリを見つけそれを使って撮影しようとしたが、
1 秒以下のとても短い時間だったため、２秒から
８秒までの間で露光時間に差をつけて撮影した。
その結果、私たちの作ったピンホールカメラで、
今回の場合（晴れの日）のある条件（焦点距離、
絞り〈F 値〉）の時、１番はっきり写った時間が確
定しことなった。私たちは、このことから逆算し
て、「露光時間」を決定する要因が何かを調べ、そ
れがどのような関係であるかを調べて、「露光時間
を計算できる」ことを目標に、現在研究を継続中
である。

④３組Ｐ１班「ｽﾀｰﾘﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾝの製作を通して」
私たちは、日本の技術力「ものづくり」を研究

するために、今、自分たちが一番興味を持った『ス
ターリングエンジン』を研究対象とした。まず身
近なエンジンといえば自動車のエンジンがあるが、
このエンジンは熱効率が悪く無駄なエネルギーが
とても多い。私たちは、その無駄なエネルギーを
有効活用できないかと考え、また環境破壊や資源
の枯渇という問題も考えて、その改善に向けてス
ターリングエンジンに着目した。よって、簡易ス
ターリングエンジンを作製することで、その原理
や構造を理解し、さらに応用・発展できるように
本研究に取り組んだ。まず、最初に試作機１号と
して「空き缶スターリングエンジン」を選んだ。
身近な空き缶を使って作製動画を参考に見様見真
似で作製したが、構造の認識不足から回らなかっ
た。続いての試作機２号は、スターリングエンジ
ンの構造や仕組みを理解して設計図を作成して製
作に取り組んだが、これも回らなかった。原因は、
エンジン内の気密性や、駆動するクランクシャフ
トの軸の長さの微調整が難しかったからである。
そして、試作機３号は、同じ部品で作り直しを繰
り返したため材料部品の劣化や、試作機２号と同
様の原因もあり、これも回らなかった。そして現
在、試作機４号として、エンジン内の気密性を改
良中であり、製作を継続中であるが完成していな
い。しかしながら、今までの製作過程で私たちの
作業効率もあがり、丁寧に作業する技術力（もの
づくり）の重要性と大切さを実感した。これから
もさらに試行錯誤し、技術力を上げて、スターリ
ングエンジンの完成を目指したい。
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結果（ピンホールカメラ写真）

⑤３組Ｐ２班「ﾌﾞｰﾒﾗﾝの羽根を探究する」
現在、地球温暖化や原子力発電など様々な環境

破壊が問題となっている。そこで私たちは風が吹
く立地条件の場所さえあれば安全でエコな風力発
電に注目した。そして、風力発電の羽根に注目し、
よりよく回る羽根の形を研究することで風力発電
の発電力を増やしたいと考えた。そこでよく飛ぶ
ブーメランの羽根の形が、よりよく発電できる羽
根と考え、ブーメランの羽根による飛び方を研究
することにした。実験方法として、ブーメランの
中心からの距離や羽の幅を変え、ブーメランの大
きさや形を変えて、飛び方の違いを記録した。大
きいサイズの羽根がより飛ぶと仮定し実験を始め、
その結果、羽根の幅を変えても飛距離、軌道には
ほぼ影響がないことや、羽根の長さを長くすれば
よく飛ぶのではなく、一定の幅に対してよく飛ぶ
最適の長さがあることが判明した。また、本研究
の一番の課題は、均一にブーメランを投げられる
かである。よって、メンバー全員が同じ条件で、
ほぼ同じ結果となるようにブーメランを投げる練
習を繰り返した。全員がブーメランの投げ方を習
得してから、実験データの計測をはじめ、実験の
再現性を高め、さらに実験データの信頼性につな
げるように努力した。学校見学会では、投げ方を
習得すると誰でもブーメランが投げられると証明
し、投げたら帰ってくるというブーメランの不思
議(＝原理)を伝えた。

現在、最終目的である風力発電の効率化に向け
て、実際に良く飛んだブーメランに一定の風を当
て続け回転量の測定をして、最適な風力発電の羽
根の製作を目指している。

８ 最後に
最終的に、青翔高校２年生スーパー探究科学物

理班の３グループが第１４回日本物理学会Ｊｒセ
ッションに参加できることになった。奈良県から
は青翔高校以外では、昨年度は一条高校から１件、
今年度はサイエンスチーム奈良の橿原高校からも
１件参加を予定されている。また、今回報告した
ように高校生が参加できる学会や発表会・イベン
トはいくつも存在しており、その参加数も年々増
加をする傾向がみられる。もし本校のＰ２ブーメ
ラン班のように発表したいという意気込みがあれ
ば、研究活動も積極的に取り組み、発表の場に参
加することでさらに有意義な経験ができるはずで
ある。一度身近なイベントから参加を検討しては
どうでしょうか？ そして、どんどん学会にも挑
戦してみませんか？

幅2.5cm統一
8.0cm,10cm,12cm

長さ10cm統一
2.0cm,2.5cm,3.0cm
のブーメランを使用する
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?
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