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第６号
社会見学！！

10 月 11 日金曜日に社会見学がありました。今回の社会見学では、SDGs をテーマとした施設を中心に計画を立てました。各班が自分たちで立てた計画通り

に社会見学を終えることができ、楽しい 1 日を過ごせたと思います。それでは、社会見学の様子を見てみましょう！
上野で集合時間より早くみんなが集まることができました。出
発する前に集合写真を撮りました。最初に日本科学未来館に行
きました。始めに「9 次元からきた男」を観ました。3D メガネ
を掛けて観たので立体的ですごかったです。物理学者が調べて
いることをわかりやすく説明していました。また、常設展を見
ました。アンドロイドや大きな地球儀などを見て、科学技術が
発達していることを知ることができました。次にチームラボボ
ーダレスに行きました。そこでは最新の科学技術を用いたアー
トを肌で感じました。花の映像が一面に映し出されるところ
や、ランプが鏡張りの部屋にたくさんあってまるでラプンツェ
ルの世界にいるようなところなど、とても美しいところがたく
さんあって楽しかったです。班員みんな写真を撮っていまし
た。この一日でたくさんのことを学び、たくさん楽しむことが
できました。
（2 組 伊藤 奈都美 さんの班）

国立科学博物館では化石や動物の標本などの自然につい
て学びました。また科学技術館では、都市を裏から支える
技術などについて学びました。
（6 組 大嶋 悠真 さんの班）

私たちが行った科学技術館には、身の回りにある隠れた技術やそ
の仕組みについての説明・展示がたくさんあり、とても勉強にな

まず、東京都水の科学館に行きま

りました。また、普通だと難しくて、よくわからないような技術

した。水についてまだまだ知らない

については体験できるようになっていて、視覚的に理解すること

事があり、それに体験型で学べたの

ができわかりやすかったです。普段、あまり意識していないとこ

でよかったです。二ヶ所目に科学未

ろにも、様々な技術が活用されていて、驚きました。

来館に行きました。最先端の技術が

（5 組 三木 日南太 さんの班）

たくさんあり、また、地球の未来を
考えられる良い場所でした。50 年後
の地球を予想するゲームをして、無
事に 50 年後を迎えたのは竹内さん
だけでした。子孫や研究者からのメ
ッセージもあり、より未来が想像し
やすかったです。
（7 組 吉居 優里 さんの班）

タバコと塩の博物館に言って、塩の
模型みたいなものだったり幻想的
な空間や歴史に触れたり、タバコの
歴史や本物のタバコ屋さん風のも
のがあったりして楽しかったです。
スカイツリーではその構造だった

午前中は上半分のようにソニーエクスプ

り東京を見渡せる景色や周りを楽

ローラサイエンスに行き、最新のカメラ技

しませる色々があって美味しいも

術などを応用したアトラクションを体験

のも沢山食べられました。

しました。午後は下半分のようにメトア銀

（7 組 牧山 桃与 さんの班）

座に行き、例えばコイルの仕組みだとかを
学びました。
（1 組 堤 壮太 さんの班）

右上の写真は国立科学博物館の日本館の建物です。日本館は昭和 3 年に着工し、昭和 6 年に竣工しました。ルネサンス様式を基調としていて、当時の科学
技術の象徴であった飛行機型のデザインとなっています。細かい部品が組み込まれている機械は、人工衛星に搭載されている二周波降水レーダーといい、
強い雨を計測するのを得意とするレーダーと弱い雨や雪を計測するのが得意なレーダー2 種類を搭載することで降水量や雨粒などを立体的かつ高感度で
計測することができます。現代の私たちには正確な天気予報は日常の中にあるものとなっていますがこの機械をみて、今の日本や世界の高い技術を駆使し
た上で成り立っているのだと思いありがたいなと思いました。右下の建物は、国立科学博物館の次に行った西洋美術館です。西洋美術館の建物は、20 世
紀を代表するル=コルビジェがつくったものです。主に松方コレクションを展示してあり、１つ１つの絵に個性やインパクトがあって時間が足りませんで
したがとても楽しかったです。 （4 組 矢島 朋実 さんの班）

西洋美術館に行き外国の歴史的な芸術を学ん
できました。彫刻と同じポーズを私たちが実際
にしてその作品はどういう意味だとか何を思
っているのだとか考えてみることができまし
た。どこの見学先も楽しくてほんとに一瞬でし
た！（3 組 成田 美優 さんの班）

３学年 生徒研究発表会

が開催されました！！

10 月 17 日（木）
、天気はあいにくの雨だったのですが、３年生が堂々と自分たちの研究の成果を英語で発表してく

れました。また SSH 生徒研究発表会（神戸で行われた全国大会）で発表した納豆菌の研究についても素晴らしい発表を行ってくれました。会場には県機関の指導主事の方々
がご来校し、ご講評をいただきました。それでは、３年生が発表した内容について、見学した１年生の感想とあわせてみていきましょう！！

2. “Which Bridge is Stronger?”

1. Regeneration Plan for SHUKUGAWARA
多摩高生に身近な題材をとりあげることで、想像しや

普段何気なく見ていた橋だけど言われてみれば確かに

すく多摩高生が周辺地域の経済にどのような影響を

日本にはつり橋が多いと気づいた。結果は「違う橋の

与えているかがよく分かった。／宿河原はほぼ毎日使

方が強い」だったけど、その過程でつり橋のほうがパ

うので今後の宿河原の発展を考えるうえでとても興

ーツが少なくてコストがかからないというメリットも

味深いプレゼンテーションだと思います。／「飲食店

分かった。身近なところに疑問をもって調べられるの

をたてる」という目標だけでなく、それをしたことに

はすごいと思う。／簡単な英語が多く図も多用してい

より、どのような影響を及ぼすかということをまいば

たあたりが分かりやすかった。また、耐久力の比較だ

すでの購入額から計算して考えられていて、根拠のあ

けで結論を出さず、経済面からも見て結論を出してい

る考えだと感じた。

たのが発表に客観性があっていいと思った。

3. “Project T –Traffic jam prevention.”

4. “Finding out about the Mona Lisa’s mysterious smile.”

交通渋滞に対して環境的、社会的問題を見出し、人為的、環

モナリザなどの絵画の技法やその意図を追求するというこ

境的要因など様々な観点に着目したよいテーマ・研究だと

とはよくあるが実際につくってみるというのは新しくて興

思いました。／地球温暖化の防止として交通渋滞の発想が

味深かった。／絵画のもつ人をひきつける力を分析して実

びっくりしておもしろいと思った。／生徒やプラレールを

施する試みはとてもおもしろかったです。／モナリザの

使って反復実験して、事故の回数をより実践的な方法であ

「笑顔」に注目し、特徴を捉えて実際にまねをしてみると

みだしているところが印象に残った。／交通渋滞に対して

いう発想が面白いなと思った。また、投票をしてもらい各

環境的、社会的問題を見出し、人為的、環境的要因など様々

投票人数の差を提示し、分析していてすごいなと思いまし

な観点に着目したよいテーマ・研究だと思いました。

た。／悪いことを良くしようではなく、良いものがなぜ良
いのかと考えていて見方が違うと思った。

5. Attempt Tokyo Skytree by bouncing a superball”

6. Muscle Lab ~Stretches for injury prevention~

反発係数を使った研究は初めて見てその反動の力を細かく

デモンストレーションをしていて、とても分かりや

調べていてすごかった。／スーパーボールをどこまで高くあ

すかった。体験型の発表は、記憶に残りやすく、発

げられるかは私も子どものころにやったことがあったので

表者と観客の一体感が増して良いと思った。／私は

それを今あらためて聞いてみて新しいことに気付くことが

よくケガをしてしまう方なので、ストレッチの仕方

できました。／動力なしに力を倍増させるって・・・やっぱ

を知っているとケガ予防につながるので良いと思い

すごいな３年生。そういう考えを自分のメラーキの活動にも

ました。発表の中では私にとって一番身近であり、

取り入れていきたいと思いました。

参考になりました。日々、部活動のストレッチを忘
れず心掛けたいと思いました。

令和元年度 SSH 生徒研究発表会出場生徒 成果発表 「納豆菌で日焼け止めは分解できるのか」

2 年後、英語で発表する（かもしれない）ことへの意気込み

「ハワイ島」と「納豆が好き」という普通組み合わさらないテ

今回発表を聞いている中でも聞き取れなかった所は多くあり、コツコツ英語の勉強をし

ーマをかけ合わせて、結果に応じて方法を変えるなどオリジナ

ていくことが大事だと思いました。また、発表するとなるとスピーキングの力がより大

ルの研究がすごいと思った。／発表ででてきたワードの説明が

事になってくると思うので単語の発音の仕方などにも注意して勉強したいと思いまし

あって分かりやすかった。日々の生活の中からの課題を見つけ

た。／発音も大事だが、それよりも内容をできるだけ正確に伝えられる英訳や日本語に

ていて本当にすごい実験をしていていい結果がでてほしいと思

比べてクオリティーが落ちない発音をしたい。また、今回の３年生のように興味を持た

った。／自分たちもやや似ている実験を行っているが、聞いた

れるテーマで納得してもらえる発表をしたい。

ことのない道具をたくさん使っていて、細部まで検証できるも
のになっていると感じた。水溶液の色を数値化したり、比べたりするやり方が筋が通っていてとても
分かりやすかった。

10/31（木）Meraki で英訳にチャレンジ！自然科学研究の論文構成について知りました。
Title …タイトル

Results …結果

Abstract …要約

Discussion …考察

Introduction …目的

Conclusion …まとめ

3 年生に思い切って質問！！先輩方

「研究にはパッションが大事！！」

Materials & Methods …材料と方法

Reference …参考文献

は丁寧に答えてくださいました。

講評にて、激励をいただきました。

文章作成および編集

メラーキゆるキャラ募集！

1年6組

メラーキ係

菅原 昴平 、田島 周峰

←これはウェブサイト 「イラスト AC」 の絵です

情熱（メラメラ）メラーキに登場したり、本校の SSH の

キャラクターがいいのではということでした。メラーキの

取組を盛り上げてくれたりするゆるキャラを募集します！
ｙ
１年メラーキ係の話し合いでは、
「炎」や「太陽」という

ゆるキャラを作ってくれる人は、絵とそのキゃラクターの名前

イメージを持ちつつ、理科から離れすぎない、動きのある

ろまで持ってきてください。締め切りは 11/30 です。

を書いて、１年生メラーキ係もしくは職員室

巽・宮原のとこ

