
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所属 職 氏 名 

早稲田大学 理工学術院 先進理工学部 応用化学科 教授 桐村光太郎 

東海大学理学部 情報数理学科 教授 桑田孝泰 

電気通信大学 教授 横川慎二 

明治大学理工学部 機械情報工学科 准教授 相澤哲哉 

杉浦環境プロジェクト株式会社 

プラチナ未来スクール 

武蔵野大学大学院 

代表 

代表取締役 

客員教授 

杉浦正吾 

株式会社 富士通研究所 

ソフトウェア研究所 

インサイト開発運用ＰＪ 

プロジェクトディレクター 

栗原英俊 

発表プログラム 

8 月 31 日（土）14 時～15時 視聴覚室 

１ ストレスの研究                           （２年有志） 

２ いつもなら捨ててしまう植物の種でゴミを減らそう           （1年 1 組代表） 

３ 多肉植物で教室内の CO2量を減少させよう！              （1 年 5組代表） 

４ 海水を布で…                               （1 年３組代表） 

５ Spider project of Meraki                      （１年 2 組代表） 

9月 1日（日）10 時～11 時 音楽室 

１ ＳＳＨ生徒研究発表会 報告                          （２年有志） 

２ 高吸収ポリマーで工業廃水を綺麗に                  （１年 6 組代表） 

３ 土壌硬度計、スコップ、試験管、顕微鏡で地下水が出る条件を調査する  （1年 7 組代表） 

４ 夜間に太陽エネルギーを用いて発電する                （1年 4 組代表） 

５ 炭酸 de 光合成！！！                        （１年 2 組代表） 

8月 31日、9月 1日の２日間、多摩高校では文化祭が

行われました。Merakiで行っている研究について、各クラス

の代表が選ばれ、１日目は視聴覚室、２日目は音楽室で、

計８班が発表を行いました。 

１日目は、運営指導委員の先生方に、２日目は㈱富士

通の研究員の方に指導助言を頂きました。また、発表の

前々日には、パソコンルームでスライドショーを作成し、およ

そ 2 時間半ものリハーサルを行いました。リハーサルでは、

お互いの発表を見て、質問しあい、当日の発表に向けての

準備を行いました。 

リハーサルの場にいらっしゃった先生や先輩方からたくさ

んの質問やアドバイスをいただき、よりよい発表になるよう手

直しを重ね、本番に挑みました。 

リハーサルにて。先輩よりアドバイス 

発表１日目（視聴覚室） 

発表２日目（音楽室） 

本校の SSH 研究活動をご指導いただける運営指導委員の先生方をご紹介します。

１日目の発表についてご指導をいただきました。 

２日目の発表では、株式会社富士通研究所より 山下 一寛 様、横山 晴樹 様をお招きし、ご指導をいただきました。 

第４号 

運営指導委員の先生方からアドバイスをいただきました。目標設定をするうえで求められることや、目標と仮定のつ

ながりなど、普段は気づけない視点からのものでした。自分たちの実験について発表するのは初めてだったので、考え

を的確に伝えることができるか不安でしたが、詳細まで伝えることを意識したことで、すてきな実験だと褒めていただけ

ました。私たちは植物の種について調べているので今後は種の廃棄率なども調べ、廃棄量の削減につなげられる実験

をしたいです。 （1日目「いつもなら捨ててしまう植物の種でゴミを減らそう」発表者より） 

私達のグループは夏休みに補習を受けたのですが、その後、代表に選ばれたことを伝えられました。伝えられてか

らすぐにリハーサルがあったため、とても緊張しました。発表後の質疑応答では鋭いご指摘をいただき、自分達の研

究の足りないところを知りました。しかしこの場で頂いた質問やアドバイスが今後の研究に大きく役立つと思うので、

それらを活かしたいです。このような貴重な経験をさせて頂いた事により、自分達の発表のスキルの向上と共に、

研究内容を更に深めることが出来ました。（２日目「炭酸 de 光合成！！！」発表者より） 

発表を終えて（１日目） 

発表を終えて（２日目） 

発表スライド① 

発表スライド② 発表スライド③ 発表スライド④ 

令和元年 10月 16日発行 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE 1  生物基礎 

巽先生 

STAGE 2  家庭基礎 

杉田先生 

STAGE 3～８  国語総合 

長南先生、石原先生、杉山真先生 

STAGE 3～８  世界史 A 

赤城先生、高橋先生、飯島先生、長内先生 

    

生物では、目に含まれるロドプシンという物

質を取り上げ、穀物にビタミン Aを含ませる遺

伝子組換え技術について学びました。 

「遺伝子組換えに目的があると知り、興味を持

ちました。」 

 家庭科ではビタミン Aが具体的にどの食

品に入っているのかを学びました。生徒た

ちにも捉えやすかったようでした。 

「改めてビタミン Aの大切さを実感しまし

た。」 

国語ではエッセイを通して発展途上国への救

援物資による食文化の衰退についてみんなで考

えました。「救援物資を贈ることは良いと思って

いましたが、様々な状況から必ずしも良いとは言

えないとわかりました。」 

世界史では、農作物の収穫について、緑の革

命から考えることができました。 

「農家の収入などからみると、お腹いっぱいに

なるために農作物の生産量を単に増やすので

は、根本的な解決にはならないと知りました。」 

STAGE 3～８（５）  芸術 

立川先生 

STAGE 3～８  数学Ⅰ 

藤巻先生、山崎先生、古野先生 

STAGE 3～８  保健 

杉山聡先生、浅野先生、茜谷先生 

 

 

 

 

 

  

芸術科目では outputとしてグラフィックデザインを行いました。 

1日目に学んだことを絵にして伝えやすくするため一人一人が工夫をこらしていました。 

「絵にすることによって情報を視覚化し、分かりやすくなった。」 

数学では、相対性貧困と絶対値貧困について、

いくつかの計算をしながら学びました。「日本は

世界 3 位の経済大国なのに貧困率も世界 3 位で

あることに疑問を感じた。」「楽しかった。」 

保健では資料をもとに遺伝子組換え食品の

安全性について話し合いました。「遺伝子組換

え食品に賛成だけど環境への配慮が必要だと

思いました。」 

STAGE 3～８  コミュニケーション英語Ⅰ 

小林先生、宮原先生、佐藤先生、澤口先生 

FINAL STAGE  振り返り 

各 HR 教室にて 

EXTRA STAGE  講演 

講師 熊谷洋平先生（JAMSTEC 国立研究開発法人海洋研究開発機構） 

 HRでは 2日間における授業のテーマ「遺

伝子組換えと貧困」に関する自分の考えや

教科横断形授業の感想等を書く時間となり

ました。「どの教科も繋がっていることがよ

く分かった。」「教科が違うのに同じ話題で

話すことができるのだと知った。」 

 

 

特別授業として、国立海洋研究所の熊谷

先生をお招きし、ご講演をいただきました。

先生が多摩高校と同じ、公立の SSH 校のご

出身であることから、先生の御専門である

微生物の研究だけでなく、私たちの将来の

可能性について様々なことを教えていただ

きました。冗談を交えながらのご講演で生

徒たちの心をひきつけていました。みなさ

んは、Twitterで質問をしてみましたか？ 

コミュニケーション英語では遺伝子組換え

に関する英文を読み、自分の意見を英語で話す

授業をしました。 

「国際的な問題を考える上で大切となる英語

で inputと outputを学ぶことができました。」 

一年生は 8月 27日、28日に SDGｓ Days として教科横断型の授業が行われました。 

テーマは「遺伝子組換え（ゴールデンライス）」と「貧困」。新鮮な感覚で真剣に考えることで

夏休み明け好調なスタートを切りました。今回はその様子と生徒の感想をお届けします。 

振り返りより １つのテーマでもいろいろな視点からの捉え方がることを知った。自分が主観的な見方に偏っていたことが

分かった。／どの教科も SDGs につながっていてびっくりした。／遺伝子組換え技術によって世界が本当の意味で１つにな

っていくのを感じた。（先住民がインスタントコーヒーにはまってしまう。自然の固有種が遺伝子組換えと交配して消滅する）

私はもうこの技術を止める手はないと考える。すでに今の地球での食物連鎖のピラミッドはおかしいのでここから修復する

よりは遺伝子組換えを使い人類の貧困をなくすためにしていくことが大切だと思った。／遺伝子組換え技術について取り組

むことについては賛成だが、まだそれを普及させるには早いと思う。現に、遺伝子組換え技術によって環境問題など懸念すべ

き点がいくつも挙がっている。遺伝子組換え技術は、世界を変える力があるからこそ、貧困問題を早く解決したいから焦るの

ではなく、慎重に取り組むべきだと思う。また、それと同時に、新しい貧困問題を解決する案を探すべきだと思う。 

情熱メラーキ４号 原稿作成 

メラーキ係 １－２ 栗田凌太朗 

１－３ 髙橋 創太 

文化祭発表者 

１－１ 笹田 知佳、佐藤 杏樹 

仁科 凜香、渡邊 彩花 

１－２ 一木 南々美、トンプソン 瑛美 

根岸 楓香、福田 愛、光田 友佳 
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