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平成２８年 １１月 ７日

関係各位

安田女子中学高等学校

校長 森 由美子

平成２８年度 安田学園 安田女子中学高等学校ＳＳＨ研究発表会のお知らせ

平成２４年度に第１期指定を受けましたＳＳＨ事業も５年目の最終年度を迎えました。

事業指定より、本校ではクリティカルシンキングを活用した思考力・表現力の深まりを客

観的に評価する研究、中高６年間での系統性を持たせた課題研究への取組などを推進して

おります。つきましては、下記の要領で研究発表会を開催致します。ＳＳＨ事業における

目標達成のために、情報交換や多くの教職員や教育関係者、生徒の皆さんとの交流を進め

たいと思います。お忙しい時期であるとは存じますが、多くの方々にご参加賜りたくお願

い申し上げます。

記

１．日時 平成２８年１２月１０日（土）

２．会場 安田女子大学（広島県広島市安佐南区安東 6丁目 13番 1号）

３．対象

県内の中学、高等学校及び全国のＳＳＨ指定校教職員・生徒

４．時程

９：００～ ９：３０ 受付（まほろぼ館１Ｆ）

９：３０～１０：００ 開会行事（まほろぼ館２Ｆ：まほろばホール）

１０：００～１２：００ 研究発表（９号館１Ｆ）

１２：００～１３：３０ 休憩

１３：３０～１５：００ 卒業生リレー講演（まほろぼ館２Ｆ：まほろぼホール）

１５：００～１５：１５ 閉会行事（まほろぼ館２Ｆ：まほろぼホール）

５．研究発表について

研究発表では、ポスター発表・口頭発表（日本語・英語）の３つの形態で行います。本

校生徒の研究発表は３年生・５年生（高校２年生）で全生徒対象に実施している課題研究

のゼミ代表と５年ＳＳクラス（ＳＳＨ主対象クラス）、及び中高科学部、数学研究部によ

る研究発表とします。なお、本校の姉妹校である台湾国蘭陽女子高級中学校の生徒による

英語の口頭発表も２本、安田女子大学薬学部・家政学部の大学生・大学院生による研究発

表も複数予定しています。。

また、他校の研究発表の参加も受け付けております。どの形態での発表も参加可能です。

なお、ポスター掲示用のパネルは、120cm × 210cm となります。掲示に必要な押しピン
等は、こちらで準備しますが、会場の都合により、机の設置、電源の確保ができません。

発表の内容は、研究途中の中間報告でも構いません。
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６．卒業生リレー講演に関して

講演者は、本校卒業生の２名です。

広島大学大学院理学研究科 数理分子生命理学 助教 七種和美氏

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 博士後期課程 2年 橋本恵氏

７．申し込み

別紙２の「参加申込書」にご記入の上、平成 28 年 12 月 2 日（金）までに、ＦＡＸま
たは、下記の担当者メールアドレスあてにお申し込み下さい。

８．昼食に関して

安田女子大学のまほろぼ館食堂の特別メニューを 400円にて提供致します。申込書に団
体毎の個数をお書きください。代金を受付にてお支払いいただき、食券をお渡し致します。

また希望者には、昼食時にキャンパス案内を行います。受付時にご確認致します。

９．会場へのアクセス・会場図

アストラム安東駅下車後、安田女子大学専用エスカレーターをご使用ください。

１０．その他

駐車場はございません。ご来場は公共交通機関をご利用下さい。ご不明な点がございま

したら、下記担当者までお問い合わせ下さい。

【問い合わせ先】安田学園 安田女子中学高等学校 岸田 宜治

〒 730-0001 広島県広島市中区白島北町１番４１号

Tel：082－ 221－ 3304 FAX：082－ 212－ 0300 E-mail：kisida-t@yasuda-u.ac.jp
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（別紙２）

平成２８年度 安田学園 安田女子中学高等学校ＳＳＨ研究発表会 申込書

学校名

学校代表者名

連絡用電子メールアドレス

昼食個数

教職員参加者

ご芳名 職名 教科等

生徒研究発表参加者（発表形態のいずれかに○をしてください。）

研究題目： 発表人数 人

発表形態 ： ポスター ・ 口頭発表（日本語） ・ 口頭発表（英語）

研究題目： 発表人数 人

発表形態 ： ポスター ・ 口頭発表（日本語） ・ 口頭発表（英語）

研究題目： 発表人数 人

発表形態 ： ポスター ・ 口頭発表（日本語） ・ 口頭発表（英語）

研究題目： 発表人数 人

発表形態 ： ポスター ・ 口頭発表（日本語） ・ 口頭発表（英語）

送付先：安田学園 安田女子中学高等学校 岸田 宜治 行

ＦＡＸ：０８２－２１２－０３００ Ｅ－ｍａｉｌ：kisida-t@yasuda-u.ac.jp
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（別紙１）

本校生徒研究発表題目一覧

５年生（高校２年生）の研究発表に関してはゼミ内代表を選出中です。正式な研究発表

の研究題目につきましては、11 月中旬を目処に本校 HP（http://www.yasuda-u.ac.jp/jh/）に
て掲載致しますので、そちらでご確認ください。

研究題目 所属

水生生物が創る川と海 2016 ｻｲｴﾝｽｷｬﾝﾌﾟ 中学科学部

磯の調査 ～瀬戸内海の生き物たち～ 2016 ｻｲｴﾝｽｷｬﾝﾌﾟ 中学科学部

コケのいろは 2016 ｻｲｴﾝｽｷｬﾝﾌﾟ 中学科学部

なぎさ水族館での学び 2016 ｻｲｴﾝｽｷｬﾝﾌﾟ 中学科学部

2016 プランクトンの観察 ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝｷｬﾝﾌﾟ 中学科学部

ゾウリムシの生理実験と貝に謎の穴 ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝｷｬﾝﾌﾟ 中学科学部

安佐動物公園 ～ｱﾌﾘｶｿﾞｳのﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ見学～ 中学科学部

よみがえる恐竜 ～大恐竜展での学び～ 中学科学部

脊椎動物の起源 ～生命大躍進 in岡山での学び～ 中学科学部

発光生物について ﾎﾀﾙｷｬﾝﾌﾟ 中学科学部

天然記念物 オオサンショウウオ 2016 ｻｲｴﾝｽｷｬﾝﾌﾟ 中学科学部

理科室の生物と系統樹 中学科学部

プランクトンの研究 中学１年自然科学

タンポポの研究 中学２年自然科学

テーマ研究に向けて ～学んだスキル～ 中学２年総合

Research on Ilyoplax pusilla  高校科学部

広島城堀のプランクトンの推移 高校科学部

光応答性の高い比色計の開発 高校科学部

オジギキソウの成長阻害物質によるダンゴムシとミミズの反応 高校科学部

彩色多項式について 高校数学研究同好会

正多面体と半正多面体の親子関係 中学数学研究部

和算の本をみんなで読んで 中学数学研究部

オルゴールの筐体を変えて美しい音はだせるか ５年ＳＳクラス

フィングリッパの構造を効率よく使うにはどうしたら良いか ５年ＳＳクラス

危険物探知センサーを作る ５年ＳＳクラス

果皮の可能性 ～どこまで水を浄化できるか？～ ５年ＳＳクラス

低コストで効率的なダニエル電池をつくるには ５年ＳＳクラス

植物の抗バクテリア作用について ～ミドリムシの培養から見る～ ５年ＳＳクラス

ライオンのたてがみは最強か？～毛の強度から観察する～ ５年ＳＳクラス

アリのフェロモンについて ５年ＳＳクラス

ミドリゾウリムシの走光性 ５年ＳＳクラス

植物は耐えられるか！？～環境ストレス～ ５年ＳＳクラス
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研究題目 所属

クマムシの生態 ５年ＳＳクラス

納豆菌による水質浄化 ５年ＳＳクラス

紫外線殺菌を効果的に行うには？ ５年ＳＳクラス

地震被害による 3Dハザードマップの作成 ５年ＳＳクラス

不動産広告の情報は本当に正しいか？ 中学３年課題研究

「漫画を読むと頭に悪い」説は本当か？ 中学３年課題研究

最も儲かる働き方は何か？ 中学３年課題研究

広島で大地震が発生したらどうなるか？ 中学３年課題研究

日英の早口言葉に攻略法はあるか？ 中学３年課題研究

危機遺産を救うＮＰＯは作れるか？ 中学３年課題研究

民間療法には効果があるのか？ 中学３年課題研究

売れるタイトルロゴに傾向はあるか？ 中学３年課題研究

水に強い半紙は作れるか？ 中学３年課題研究

Vn.のミュートはなぜ消音器と弱音器に分かれているのか？ 中学３年課題研究

制汗剤の香りにより体感温度は変わるのか？ 中学３年課題研究

白より見えやすいシャトルの色はあるか？ 中学３年課題研究

ブロックでは５ステップとスパイクステップで動くのはどちらが良いのか？ 中学３年課題研究

植物の成長に一番効果があるのは？ 中学３年課題研究

廃油石鹸はなぜ油汚れをよく落とすのか？ 中学３年課題研究

新生児の男女割合と年代や地域との関わりは？ 中学３年課題研究

ボールの転がり方と斜面の角度の関係は？ 中学３年課題研究

炭酸水の泡の出方に規則性はあるか？ 中学３年課題研究

繰り返し使えるリトマスぷにょ玉は作れるか？ 中学３年課題研究

ウミホタルを使って発光ブレスレットは作れるか？ 中学３年課題研究

Mr. Double P - Pulleniatina & the Precipitation in East Pupua New Guinea 蘭陽女子高級中学

Effect of semen extender on boar sperm characters 蘭陽女子高級中学


