来年度「究理Ⅱ」Ｓコースを選択する１年生の皆さんへ
「究理Ⅱ」Ｓコースでは、４つの分野別ゼミに分かれて活動を行います。つきましては、来年度の研
究がすぐにスタートできるように、ゼミ分けを今年度中に行いたいと思います。例年は、説明会を開い
て希望調査用紙を配布し、期限までに提出してもらっていたのですが、今年度は休校となったため例年
通りの方法がとれません。そこで、この案内を各自でよく読んで理解した上で、メールにてゼミ選択の希
望を送信してください。以下に、
「究理Ⅱ」Ｓコースのカリキュラムや各ゼミの特徴と、メールの送信方
法について説明します。
１．
「究理Ⅱ」Science コース（Ｓコース）とは
「究理Ⅱ」Ｓコースは、１年間かけて本格的な課題研究を行う授業で、１週間に２時間の時間が割り
当てられています。課題研究とは、科学や数学に係わって興味あるテーマを自分たちで設定し、実験や
研究を進め、結果をまとめて発表する取組です。物理、化学、生物、数学の４つのゼミに分かれて、１
年間をかけて実施します。授業の流れは次の通りです（予定は変更されることがあります）
。
１学期
■ゼミごとに研究班を決めて、研
究テーマを絞っていきます。
■研究倫理に関する講義、表計算
ソフトの実習を行います。
■６月の研究計画発表会までに、
研究を少しでも始めておける
と、後がより順調に進みます。

春休み
■各自で研究のネタを探します。
（春休みの課題）
。
夏休み
■研究を進めるチャンスです。必
要に応じて各班で集まります。

２学期
■研究ノートにデータや考察を記
録しながら、研究を進めます。
■中間発表会（ポスター）では、
専門家から助言をもらいます。

３学期
■研究をスライドにまとめて口
頭発表をします（予定）。最終
発表会ではポスター発表も行
います。学校代表を選出し次年
度の全国発表に出場します。
■研究を論文にまとめます。

３年生１学期
■総合的な探究の時間に「究理Ⅲ」
として、英語による研究ポスタ
ーを作成し、最後には英語でポ
スターセッションを行います。

２．各ゼミの特徴
それぞれのゼミ（分野）の特徴を簡単に説明します。各ゼミのキーワードや研究テーマ例については、
後のページの資料【究理ⅡＳコース 分野のキーワード＆研究テーマ例】を参考にしてください。
数学ゼミ（数学分野）
数学分野は、整数、式の計算、ベクトル、行列、図形、立体、各種関数、微分積分、数列、確率統計
などの細かい分野に分かれます。また、数学教育や数学史などの研究もこの分野に含まれます。自然現
象や社会現象のモデル化やシミュレーションなども数学ゼミのテーマとすることは可能です。
数学分野はテーマが抽象的になりがちですので、テーマの設定で少し苦労することがあるかもしれま
せんが、紙とペンさえあればどこでも探究できるという手軽さはあります（もちろん、データ解析や調
査を含むテーマの場合は必ずしも手軽にはできません）。図形や数字と、とことん向き合う数学的探究心
を持った人に向いています。
生物ゼミ（生物分野）
生物分野は、生命現象や生物のふるまいを研究対象とする分野で、農学や医学、環境学などの応用分
野も含まれます。どのような生物種（魚類？哺乳類？昆虫？植物？プランクトン？細菌？）を扱うかに
よってテーマが分かれます。また、研究のスケール（ミクロスケール：酵素反応、
・細胞など、個体スケ
ール：環境応答・行動など、マクロスケール：生態系・個体群・環境など）によって、手法が変わって
きます。
生物分野の研究では、生き物を扱うということに留意しなければなりません。個体を扱う研究におい
ては、多くの場合、生物の世話が必要となります。また、生物には季節性があることも考慮しなければ
なりません。たとえば、春にしか現れない生物を研究対象とすることはカリキュラム上難しいでしょう。
化学ゼミ（化学分野）
化学分野は、物質の性質や反応について研究する分野で、水溶液、金属、生体物質、高分子有機化合
物、気体、塩、結晶、コロイド、色素など、様々な素材が研究対象となります。化学現象を理論的に探
究するようなタイプの研究はもちろんのこと、環境問題の解決や便利な新素材の探究など、応用・開発
タイプの研究もさかんな分野です。
テーマによっては危険な薬品を用いる場合もあります。化学ゼミに参加する人は、他のゼミと比べて
人一倍、安全には気をつけなければいけません。また、化学の授業は２年生から始まるため、質の高い
研究を行うためには、自分たちで先取り勉強をすることが重要です。
物理ゼミ（物理分野）
物理分野は、力学、電磁気学、波動（音や光）、熱力学、素粒子などの分野に細分化され、自然に潜む
法則について探究する分野です。物理分野の研究は応用性も高く、建築、機械、通信、防災、発電、工
業、航空、測量などの問題解決や便利さの向上に焦点をあてたテーマ設定も可能です。また、生物学や
地学の問題に物理学でアプローチすることも可能でしょう。
テーマによりますが、物理分野の研究は何度も繰り返し行いやすいものが多いため、実験回数を重ね
たり、再実験を行ったりしやすいという特徴があります。ただし、実験方法を確立するためには、装置
の自作や簡単な工作が必要となり、その部分に時間がかかることは考慮しておくべきでしょう。

３、ゼミ選択をする上での注意点
・
「誰と同じゼミになるか」ではなく、
「自分がどの分野に興味があるか」ということを基準にして選
択することをお勧めします。
・特別の事情がない限り、第一希望から第三希望までの希望をすべて記入してください。
・できる限り第一希望を優先しますが、希望人数によっては（担当者数に比して多くの生徒が希望し
た場合、あるいは、希望生徒数が１名だった場合）第二・三希望に決定することもあります。
・第一希望を強く希望する場合は、メール本文にその旨を記入してください。
・しがサイエンスプロジェクト（イギリス研修プログラム）に参加を希望する可能性がある場合は、
メール本文にその旨を記入してください。
４、メールによるゼミ選択希望の送信方法
＜送信先＞
＜提出〆切＞

torahime-h.ssh@pref-shiga.ed.jp

３月１６日（月）厳守

＜メールに記載する内容＞
・メールの件名は「ゼミ選択希望調査」としてください
・本文の最初に、学年・クラス・出席番号・名前を必ず記入してください。
・本文に以下の内容を記入してください。
・第１希望のゼミ名、第２希望のゼミ名、第３希望のゼミ名
・第１希望を強く希望する場合は、その旨を記入
・しがサイエンスプロジェクト参加希望の可能性がある場合は、その旨を記入
・その他、特記すべきことがあれば、メール本文に記入してください
メール本文の例
１年６組３４番 虎姫花子
第１希望 数学ゼミ
第２希望 生物ゼミ
第３希望 化学ゼミ
第１希望を強く希望します。
しがサイエンスプロジェクトに参加を希望する可能性があります。

メールでの送信ができない場合は、ＦＡＸでの送信も可能です。
その他不明な点等あれば、下の担当者まで相談してください。
担

滋賀県立虎姫高等学校

当

教諭 松宮敬広
教諭 髙橋英樹
〒529-0112 滋賀県長浜市宮部町2410
TEL：0749-73-3055 FAX：0749-73-2967

資料１【究理ⅡＳコース 分野のキーワード＆研究テーマ例】
以下に挙げるテーマは、高校生の課題研究として考えられることの一例です。ここに書いてあるテーマが
必ずしも虎高で実施可能とは限りませんし、どこかの誰かが既にやっているテーマも含まれているかも知れ
ません。また、ここに書かれていないテーマで研究を進めることも、もちろん可能で
す。あくまでも、ここに挙げたものは一例です。ただ、
「課題研究とは何か？」
「どん
な世界やテーマが広がっているのか」ということをイメージする上では役に立つと思
いますので、ゼミ選択の判断材料の１つとしてください。なお、ここでは、
「数学」
「物
理」
「化学」
「生物」という分類を示していますが、これはあくまでも便宜的な分類で
す。複数の分野にまたがる研究を考えることもできます。

数学分野
・分野
・題材

・ｱﾌﾟﾛｰﾁ

数と図形と論理とその応用

確率 統計 整数 対数 指数 ｎ次関数 三角関数 ベクトル 微分 積分
数学的帰納法 数列 行列 平面図形 立体図形 極限 無限 集合
ゲーム パズル Ｎ進法 折り紙 作図 未解決問題 経済学 生態学 黄金比
結び目 地図の塗り分け 配達順序 渋滞 数学オリンピックの問題 素数
フィボナッチ数列 展開図 測量 敷き詰め フラクタル図形
身近な自然現象や社会現象を数式化・モデル化してみる シミュレーション
○○を高校数学の観点から出発して証明してみた
知っている法則や定理や解法を一般化してみる
統計的にデータを解析してみる 数学史を調べる
数学教育のツールや方法について調査・考案する

テーマの例

・「数独」
「ルービックキューブ」などパズルやゲームの必勝法とその原理を解明する。
・暗号やバーコードの仕組みや原理について調べ、新しい暗号やバーコードの開発に挑戦する。
・「魔法陣」を拡張して考え（マス目の増加、立体魔法陣）
、そこに存在する法則を探求する。
・数学の様々な定理や公式（余弦定理、二項定理、円錐の体積…）や数理曲線（二次曲線、双曲線、放物線…）
を、小学生や中学生でも簡単に視覚的に体験できる装置を開発する。

・６、１、７、４の４つの数字を使ってできる最大値（７６４１）から最小値（１４６７）を引くと、６１７４
になる。このような数を探索し、成立条件などを考える。

・針を落とすだけで円周率を求めることができるという「ビュホンの針」という方法について、その原理を調べ、
より精度が高く、効率的に求めるためのアレンジを考える。

●印は過去の先輩の例

・「郵便切手問題」や「パンケーキ問題」など、数学的な問題となっているパズルについて、解法を考える。
・高校で学習する数学の公式について、条件を絞っていった場合どうなるか（素数、偶数、自然数…）あるいは、
条件を広げていった場合どうなるか（実数、虚数、一般化…）を考えて、公式化する。
・フィボナッチ数列や黄金比など、自然界にみられる数学的ルールについて、その成立条件や発生原理を数理的
に解析する。
・スポーツや社会調査のデータを統計的に解析して傾向を分析したり今後を予測したりする。
●「角の三等分」の作図について、高校レベルの数学を用いてそれが可能となる条件を探る。
●フラクタル図形による日陰は涼しいと言われる。これが本当かどうかを検証する。
●余弦定理や正弦定理は習うが、正接定理は高校の教科書に載っていない。これがなぜかを探究する。
●見た目で重さの区別がつかない物体について、天秤を使って２つずつ比較して、重さを決定する。ｎ個の物体
の重さがｋ回の試行で決定するときの確率を求める。
●三角形の一辺とオイラー線（外心・垂心・重心を結んだ直線）が平行になる条件を探る。

生物分野

生命現象・生物のふるまいとその応用

・生物

動物（哺乳類、両生・は虫類、魚類、昆虫類、貝類、無脊椎動物、プランクトン）
植物（木本、草本） 菌類（キノコ、カビ） 細菌類（大腸菌、土壌細菌、根粒菌）
・器官組織 筋肉 神経 脳 消化管 呼吸器 腎臓 毛髪 皮膚 血液 目 嗅覚受容器
花（花弁、雄しべ、雌しべ、がく） 葉（気孔、葉肉細胞、維管束、葉緑体）
茎（維管束、機械組織） 根（根毛、維管束） 細胞壁 果実 種子 細胞 胞子体
・現象
運動する 反射 求愛する 餌を探す 一定の方向に動く 逃げる 学習する 食べる
消化する 栄養を必要とする 排出する 成長する 発生する 産卵する
病気から身をまもる 害虫から身を守る ストレス（脱水、高温、低温）に対応する
曲がる 枝分かれする 開花する 結実する 発芽する 休眠する 太る 高くなる
増殖する 変形する 巣をつくる 広がる 食う・食われる 共生する 群れる
集まる 競争する 間接的に影響しあう
・視点
○○が起こる条件は？ どのような生物がどこにどのくらい分布しているのか？
○○をやってみたらどう反応するか？ 生物Ｘの形質を何かに活用できないか？
生物Ｘと生物Ｙの関係は？ 条件Ａと条件Ｂを比べてみると？
・光合成色素を持つボルボックスやミドリムシなどがどのような波長の光に集まるのかを調べる。
・種子の中には光が当たってこそ発芽するものがある。何色の光がもっとも有効なのかについて実験する。
・植物は種子を形成するが、栄養状態が悪いときに、①種子の大きさはかえずに数をかえるのか、②数は変えず
に個々の種子の大きさをかえるか、調べる。
・植物の根は他の株の根と地中で出会ったときに、どのような挙動を示すのか、自他の区別ができるのか調べる。

テーマの例

・花粉管は卵細胞の隣にある助細胞からの誘導物質を手がかりに伸びるといわれているが、それ以外の条件によ
って花粉管の伸長速度や伸長方向が変化しないかどうかを調べる。

・雄の闘魚（ベタ）の攻撃性を引き起こす要因（相手の形、色、動き）について研究する。
・メダカは１匹でいる時と集団でいるときでは行動がどのように変わるのか実験的に調べる。
・ヒトやそのほかの動物のまばたきの発生頻度や発生するタイミングは何によって決まるか調べる。
・運動強度により使われるエネルギー源（炭水化物、脂質…）は変化するのかについて調べる。
・ある種のアリは死亡した個体を巣の外へ運んで集める。死亡個体の認識と運搬の仕組みを調べる。

・抗菌成分を探索する。例えば、異物を注入したカイコとそうではないカイコの体液取り出し、抗菌作用を比較

●印は過去の先輩の例

する。あるいは、昆虫に食べさせた植物の葉とそうではな葉の抽出液の抗菌作用を比較する。
・微細な凹凸がある表面には抗菌効果があるらしい。表面の状態の違いによる抗菌効果について調べる。
・アルコール発酵、乳酸発酵などに焦点を当てて、それらを効果的に行える微生物を野外から採取、培養する。
・特定の場所（田んぼ、水路、草むら、林床）に的を絞り、１年間かけて生物分布の変動を追う。
・竹林の中は、殆ど他の植物は生えないと言われる。それはなぜなのか、様々な条件を比較して考察する。
・動物を追跡するために発信器をとりつけ、発信源を追いかけるテレメトリー法があるがその装置を考案する。
・マイクロプラスチックが琵琶湖のプランクトンに及ぼす影響について野外調査や実験で検証する。
・例えば針通しのような作業における、集中力の向上や維持に関わる要素（ルーティーンの効果等）を検証する。
・他人数のざわめきの中で、特定の人物の会話だけがよく聞こえることがある。この成立条件等を検証する。
●ハムスターを題材に、栄養源としての種子の選好性や、色覚の学習について検証する。
●虎校敷地内から細胞性粘菌を単離して培養し、その種類と分布の特性を調べる。
●ｐＨがクマムシの活動に与える影響を調べる。
●ミジンコは通常メスが単為生殖を行うが、ある条件では雄が生まれる。雄が生まれる条件について探究する。
●無換気、無換水、無給餌で維持されるアクアリウム（パーフェクトアクアリウム）の条件を探る。
●水路における外来エビが生態系に与える影響について、ミクロコスムを用いた実験で調査する。
●タマネギ鱗茎の皮が発根に及ぼす影響について実験的に調べる。

化学分野
・素材

・現象

・機能

・操作

物質の性質・反応とその応用

金属 水 炭素 酸素 二酸化炭素 窒素 希ガス ハロゲン 水溶液 ガラス
鉱物 土 タンパク質 油 糖 塩 ゴム プラスチック 繊維 紙 酵素
発泡スチロール 吸水性ポリマー 色素 木材 生分解性樹脂 導電性樹脂
イオン交換樹脂 熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂 香り 煙 湯気 コロイド
ゲル ゾル
溶ける 混ざる 光を吸収する 色が変わる 光る 発熱する 粘る 乾く
凍る 固まる 融解する 気化する 時計反応 発泡する 蒸発する 錆びる
鍾乳洞ができる 爆発する 中和する 酸化する 還元する 緩衝液 ｐＨ
電離する 反応速度 濃いとどうなるか 薄いとどうなるか 浸透する
食品を保存する 有害物質を除去する 紫外線を吸収する 衣類を漂白する
洗浄する 保温する 丈夫になる 発電する（電池） 肥料 殺菌する 建築素材
有用物質や有害物質を検出する 発酵する 電気を通す 吸水する 撥水する
生物に分解される リサイクルする 消臭 浄水
抽出する 製錬する 染める 合成する 分析する 滴定する 溶かす

・「賢くなる水」の温度や成分について季節変動を調べる。
・水中で有機物を分解するためのよい方法を、光触媒による有機物の分解のメカニズムに着目して開発する。
・ガラスに少量の金属を加えると色がつく。金属の種類や量を変えることで、色鮮やかなガラスを開発する。
・植物色素を用いた色素増感型太陽電池について、持続性や高電圧を得るための条件を検討する。
・通常の石鹸は多くの石鹸を使い、多量の水で洗い流す必要がある。少量でも洗浄能力が高い石鹸を開発する。

テーマの例

・身近な化学反応や高校で学習する化学反応（銀鏡反応、中和反応、化学カイロの触媒反応…）等に着目し、反
応速度を高める触媒や新たな反応経路などを考察する

・反応が周期的に起こる時計反応などの反応に着目し、反応が起こる場合の濃度や温度など、反応条件がどの程
度なのかを調べる。

・溶解しているイオンの種類や状態によって、水溶液の色がどのように変わるかを実験し考察する。
・動植物などに含まれる人類にとって有益な物質を抽出する方法などを考察する。
・吸水性ポリマーの吸水効率をさらに上げるための添加物を探る。
・効果抜群の融雪剤や凍結防止剤を開発する。

●印は過去の先輩の例

●水の濁りや金属イオンを効率的に取り除く方法（凝集剤など）を検討する。
●クエン酸の量と加工温度を変化させて、ペクチンゲル（ジャム）が固まる条件を探る。
●炭酸水に多孔質物体を入れると大量に発表する。多孔質物体の表面積と二酸化炭素の発生量の関係を調べる。
●「混ぜるな危険」という表示から着想し、化学反応による気体発生を抑制するための条件を探る。
●プリンターのインクや伝統的な染料を用いて、色材の退色する条件とそれを防ぐための方策を調べる。
●天然成分由来の日焼け止め開発を目指して、紫外線吸収剤として適切なものを探索する。
●落とすことが困難と言われる墨の汚れを落とす効果的な方法を化学的に探る。
●成分によりチョークの性質がどう変わるかを探究する。
●水とアルコールを混ぜると総体積が減少する。条件を変えた実験で、この原理を究明する。
●高温の水の方が低温の水よりも速く凍るというムペンバ効果が本当に起こるのか検証する。
●化学カイロには鉄以外にも食塩などの塩が入っている。鉄の酸化を触媒する最適な塩を探る。
●丈夫で長持ちするシャボン玉をつくるための最適材料比を調べる。
●光触媒の条件を変え、汚れの落ち方がどのように変わるかを調べる。
●コーラにメントスを入れると吹き出す。メントス表面と泡の発生の関係について実験する。
●水に溶かす塩の種類や量を変え、水の蒸発量に差が出るかどうかを探究する。あるいは、水、エタノール、精
油の混合比を変えて、精油の蒸発量（香り）の差を比較する。

物理分野

自然に潜むルールとその応用

・分野 力学

滑る 回る 衝突する 浮く はねる 伸びる 割れる 折れる 崩れる
揺れる 接着する 切れる 飛ぶ 流れる 散る 落ちる 転がる
電磁気学 流れる 流れない 超伝導 発熱 発光 発音 モーター 磁石 電波 回路
音
共鳴する 響く 重なる 消える 音源を同定する 振動する 音質
反射する 屈折する 回折する 叩く 吹く 弾く 伝わる
光
速さ 反射する 屈折する 回折する 干渉する 色 偏光する 散乱する
熱力学
発熱する 冷やす 暖める 伝導する 対流する 放射する ふくらむ 縮む
素粒子
放射線
・機能
エネルギー変換効率の向上 防災 宇宙開発 気象 乗り物 ロボット
再生可能エネルギー バーチャルリアリティー 保温する 放射線防除
画像解析 撮影 映像拡大 通信 音響効果 発電 利便性の向上
・黒板の字が光ってよく見えない人のために、黒板による反射光はどのように偏光しているのかを調べる。
・「針は１本では黒くないが、束ねるとなぜ黒いか」について、成立条件を探り、原理を明らかにする。
・金箔を光にかざすと緑色、金粉は橙色に見える。金がどのような光で輝いているかを分析し、原理を探る。
・ショ糖を入れながら観察すると、光の屈折の様子が連続的に変化する。液体による光の屈折率測定を工夫し、
ショ糖液の濃度と光の屈折率の関係を調べる。

テーマの例

・液体または気体中に浮遊する微粒子は不規則な運動をする。この運動を観察し、分子の存在を探る。

・絵の具を混ぜた水のコロイド溶液を水中に滴下するとコロイド溶液はリング状となり、リングの半径を大きく
しながら水中を降下し、やがてリングが崩壊する。リングが発生する原理や、半径が大きくなる条件を調べる。

・板上に砂を一様にまいて板を振動させると砂の幾何学的な模様ができる。この図形をクラドニ図形という。さ
まざまな砂模様から板の固有振動を探る。

・粒子の堆積は安定最大角でなだれを起こす。なだれが傾斜を緩和することで傾斜は安定な角度に達する。これ
らの角度が砂の形状や砂の濡れによりどのように変化するのか、なだれがどのようにおこるかを調べる。

・自然界のクロソイド曲線を見つけよう。高速道路やジェットコースターのカーブは人間に安全なクロソイド曲
線と言われるが、本当か。

●印は過去の先輩の例

・眼に見えない放射線を霧箱で観察する。また、フィールドワークで放射線を測定する。測定器はガンマー線を
計数し、シーベルト毎時で表示する。
・ひずみゲージを用いて重さにより金属がひずむことを調べる。ねこの体重計が作れるらしい。
・圧力を電気に変えたり、その逆に変換したりできる圧電素子を用いて、効率的な発電方法を開発する。
●ガウス加速器におけるエネルギー保存則を調べる。
●色と形を変えられないかという観点から、虹の見え方について実験・考察する。
●単一波長の色と同じ色を２種類の混合波長でつくるとき、人によって混合比率は異なるのかを検証する。
●粒径に着目して液状化現象の起こりやすさを検証する。
●空気砲における「絞り」の効果を調べる。
●卵型の模型を作成し、その転がり方から鳥の卵が「卵型」であることの利点を考察する。
●砂時計のように穴から粒子が落ちるとき、目詰まりを起こす条件について探る。
●紙飛行機の重心や飛行角度と飛行距離の関係を調べる。
●火おこし器で火種を速くつくるための条件について調べる。
●ブラジルナッツ効果について、振動と大球の浮上時間との関係を実験で調べる。
●ドミノ倒しにおける終端速度がどのように決まるかを、条件を変えて実験する。
●糸電話の最大伝達距離について実験から得られたデータを用いて推計する。
●湖や池が景色を反射する現象に興味を持ち、水の透明度と反射光の強さの関係を調べる。
●紙でつくった円錐の衝撃吸収能力について調べる。衝撃吸収材の開発につながるかもしれない。
●音波によってロウソクの炎が消え、風で消えるのとは異なる消え方をする。この現象について探究する。

資料２【研究テーマを探すための参考ウェブサイト】
＜高校の課題研究データベース＞
■ 東京工業大学附属科学技術高等学校「課題研究 PROJECT STUDY」
http://www.hst.titech.ac.jp/~archives/Project_study.html
応用化学分野、情報システム分野、機械システム分野、電気電子分野、建築デザイン分野の課題
研究のレポートを３０年分近く閲覧することができる。専門性の高い研究が多い。とくに化学分野
の研究は本校でも参考にしやすい。
■ 福岡県立鞍手高等学校「課題研究論文共有フォルダ」
http://kurate.fku.ed.jp/html/study/reports/index.html
物理・化学・生物・数学の分野について１４年分の課題研究レポートを閲覧できる。
■ 千葉県立船橋高等学校「課題研究データベース」
https://www.chiba-c.ed.jp/funako/fttp_kousin/ssh/reserch/kaken.html
物理・化学・生物・地学・数学の分野について４年分の課題研究レポートを閲覧できる。
＜コンクール入賞作品のデータベース＞
■ 日本学生科学賞「過去の入賞作品の検索」
https://event.yomiuri.co.jp/jssa/prize/search.htm
日本学生科学賞とは、1957 年に創設された日本で最も古い中高生のための科学自由研究コンテ
スト。その過去の入賞作品の簡易データを検索できる。作品タイトル（最近のものは概要のＰＤＦ
も閲覧できる）のみの検索だが、分野別の検索もできるため、課題研究のテーマにはどのようなも
のがあるのかを概観するには良い。
■ 御茶ノ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/
コンテスト入賞などにより公表されている小中学校の自由研究や高校の課題研究のデータベー
ス。キーワードや学年、単元、コンクール名で検索できる。
■ NPO 法人日本サイエンスサービス「科学自由研究.info」
http://kenkyu.info/
「中高生おもしろ科学自由研究」のコーナーに過去のコンクール入賞作品が挙げられている。
「小
学生おもしろ理科自由研究」もあなどれない。一部リンク切れや、更新が進んでいないコンテンツ
もあるが、
「科学自由研究のネタをさがせ」などテーマ発見に役立ちそうなコーナーが他にもある。
＜科学ニュース＞
■ 高校生新聞 ONLINE「高校生の科学研究」
https://www.koukouseishinbun.jp/category/science-study
高校生の科学コンテストや課題研究発表会を取材した記事集。分野別の検索はできないが、写真
が豊富で見ていて楽しい。また、インタビュー記事であるため、テーマの発想法なども参考になる。
■ 科学技術振興機構「JSTnews」
https://www.jst.go.jp/pr/jst-news/index.html
最新の科学ニュースが特集されている。

＜数学分野＞
■ 総務省統計局「なるほど統計学園」
、総務省統計局「なるほど統計学園高等部」
http://www.stat.go.jp/naruhodo/index.html

http://www.stat.go.jp/koukou/index.html

統計を使った問題解決の方法が分かりやすく解説されている。
■ 鯵坂もっちょ「アジマティクス」
https://www.ajimatics.com/
高度だけれど面白い数学の話題が、分かりやすく（時にはアニメーション入りで）解説されるブ
ログ。課題研究のテーマになりそうな話題や視点が転がっています。
＜生物分野＞
■ 日本植物生理学会「みんなのひろば」
https://jspp.org/hiroba/
「植物Ｑ＆Ａ」のコーナーは必見。小中高の生徒や教員から出された植物に関する質問を専門家が
答えるコーナーで、情報の確かさも高く、実際にこのコーナーから始まった研究もある。
＜化学分野＞
■ 「Chem-Station（ケムステ）
」
https://www.chem-station.com/
日本最大の化学ポータルサイト。専門的で難しい記事も多いが、
「ニュース」タブの「化学」や「化
学コラム」の記事を読めば、今世の中で化学の何が話題になっているかが分かる。
＜物理分野＞
■ 千葉大学高大連携支援室「高校生理科研究のためのヒント集」
https://www.cfs.chiba-u.jp/koudai-renkei/information/hints.html
千葉大学から高校生へ、課題研究のヒント集。研究テーマを見つけるヒントもあれば、測定や装置
の工作に有用な情報も。物理分野のヒントが多いが、化学、生物、地学もちらほら掲示されている。
＜論文検索・学問紹介＞
■ Google scholar
https://scholar.google.co.jp/schhp?hl=ja
インターネット上のアクセス可能な学術的論文やレポート、総説などを検索できるサービス。内容
が高度なものが多いので始めは難しく感じるかもしれない。気になる題材があれば、Google scholar
で関連する研究や論文がないか一度検索してみよう。
■ FROMPAGE「夢ナビトーク Academic Presentation」
https://talk.yumenavi.info/
さまざまな専門分野の大学教員が３分間で学問の内容や面白さをプレゼンテーションする。その動
画が閲覧できるサイト。学問系統別の検索やキーワード検索で、興味ある分野のプレゼンを選べる。

