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学校法人市川学園 市川高等学校 
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（公 印 省 略） 
 
 

平成２９年度 学校法人市川学園市川高等学校 

ＳＳＨ課題研究中間発表会開催について（ご案内） 
 
 
拝啓 ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は本校の教育活動に格別のご理解、ご支援を賜り、ま

ことにありがとうございます。 
 さて、本校は平成26年度にスーパーサイエンスハイスクールに再び指定され、「世界で活躍できる課題発見型

研究者の基盤を中等教育で涵養する」をテーマに研究開発に取り組んでおります。授業と課題研究指導を研究の

二つの軸ととらえておりますが、その課題研究について生徒が取り組んでいる物理・化学・生物・数学の各分野

で、下記の通り課題研究中間発表会を開催いたします。公務ご多用のことと存じますが、関係の皆様にご参加い

ただき、本校の取り組みについてご指導ご助言を賜りますようお願い申し上げます。 
敬具 

 
記 

 
１．日    時   平成２９年１１月２８日（火）、２９日（水）、１２月１日（金）  

１３：１０～１５：００ 
 
２．会    場   学校法人市川学園 多目的ホール並びに実験室 

〒272-0816 千葉県市川市本北方２丁目３８－１  TEL：047-339-2681 
   
３．日    程   １３：００～   受付（正面玄関） 
    １３：１０～１５：００  口頭発表（分野ごとに分かれて実施） 
         
４．内    容   課題研究中間発表会 

各テーマは別紙１－１ ～ １－３を参照 
※タイトルが変更になる場合があります。 

 
５．参加申込方法   別紙２の様式により、HPお申し込みフォーム・ＦＡＸ・E-Mailにてお申込みください。 
    申込み締め切り：平成２９年１１月２４日（金） 
   フォーム ：http://www.ichigaku.ac.jp/ssh/ssh-events-form/ 

FAX ：０４７－３３７－６２８８ 
   E-Mail ： n.usui@ichigak-net.ed.jp 
 
６．本校までの交通機関 

   詳細は別紙３参照 
以上 



別紙１－１ 

11 月 28（火）＜課題一覧＞ 

No. 分野 課題タイトル 

1 物理 シャボン玉結合時の角度の大きさに影響する要素 

2 物理 水きりの極意 

3 物理 水の跳ね 

4 物理 水面に浮かぶ物体を手ですくったときの物体の動き 

5 物理 水のはね・ミルククラウンについて 

6 物理 水の粘性を水滴の毛管現象を利用して調べる 

7 物理 水中における気泡の動き 

8 物理 物体の転がる速度 

9 物理 ボールのはねかえりと内部構造、反発係数の関係 

10 物理 空気圧とボールのはね返り 

11 物理 紙ブーメラン 

12 物理 メルヘンの世界は実現可能か 

13 物理 重力加速度を求める 

14 物理 落下音と落下物体の関係 

15 物理 円筒に落下させたボールの描く軌跡 

16 物理 ピンポン玉の落下と変化 

17 物理 低音の周波数による引力と斥力の関係 

18 物理 シャボン膜の形状変化 

19 物理 水溶液の濃度による屈折率の変化 

20 物理 弦の振動による滑車の回転 

21 物理 平均律と純正律 

22 物理 塩分濃度の変化について 

23 物理 硬貨の電気抵抗 

24 物理 箔検電器 

25 物理 位置エネルギーによる発電 

26 情報 テニスボールを拾ってくれるロボットの開発 

27 情報 ロボットと○○しよう 

28 化学 二色発光時計反応 

29 化学 電池の起電力の復活 

30 化学 リチウムイオン二次電池のより安価な作成方法 

31 化学 色ガラスのスペクトルとその関数化 

32 化学 輪ゴムの家庭用調味料との反応による劣化 

33 化学 実用性のある最も効果的な"すすぎ"の時間と水温の関係を調べる 

34 化学 バナナが黒くなるメカニズム 

35 化学 電解質によるデンプンの水素結合への影響 

36 生物 キチン･キトサンの利用 

37 生物 卵の黄身を用いた環境に良い石鹸作り 

38 生物 菌糸の拮抗線 

39 生物 観葉植物の空気清浄効果 

40 生物 水草の水中育成と水上育成 

41 生物 アブラムシの生態 

42 生物 アリの生態 

43 生物 クロキンバエの幼生を用いたマゴットセラピーにおける衛生上の安全の検証 

44 生物 クロメダカの学習能力試験 

45 生物 プラナリアの記憶と有性生殖・無性生殖との相関について 



46 生物 閉鎖緑地帯における甲虫の季節変動 

47 生物 利き手の違い 

48 生物 ヒトの表皮に走る筋電位の測定・分析 

 

11 月 29 日（水）＜課題一覧＞ 

No. 分野 課題タイトル 

1 数学 小町算における論理的思考 

2 数学 nのｎ乗和とｎの階乗和の関係 

3 数学 調和点列 

4 数学 曲面の分解 

5 数学 直角三角形の拡張 

6 物理 塩山の内心・放物線・ボロノイ分割 

7 物理 水の粘性 

8 物理 カレーうどんの汁はね 

9 物理 水の保持力 

10 物理 ボールの速さ 

11 物理 紙をばねにする 

12 物理 てこの原理 

13 物理 重力による自由落下 

14 物理 重力と摩擦の関係性 

15 物理 放物線運動について 

16 物理 糸電話の媒質 

17 物理 シャボン膜による現象 

18 物理 実像と虚像による立体視 

19 物理 言葉の逆再生 

20 物理 炎に電気を通す 

21 物理 炎の電気伝導性 

22 物理 回転運動エネルギーを用いた発電 

23 情報 機械学習を利用した校内案内ロボットの製作 

24 情報 ロボットと私たちの共同授業 

25 化学 完全固体色素増感型太陽電池についての研究 

26 化学 水ガラス以外の溶液で作成するケミカルガーデン 

27 化学 雪を固める物質について 

28 化学 エステル合成とニオイセンサーの開発 

29 生物 市販プロテイン液の劣化とアミノ酸の関係 

30 生物 シャンプーと髪の毛の関係 

31 生物 プリザーブドフラワーにおける色素調整 

32 生物 身の回りの植物を使った水の浄化 

33 生物 アロエの効能 

34 生物 紅茶の抽出条件と抗菌作用 

35 生物 酵母菌に与える刺激とそれによる突然変異の有無 

36 生物 タナゴ由来培養細胞を用いた細胞接着の研究 

37 生物 茶葉の抗菌作用 

38 生物 変形菌（真性粘菌）の生息条件 

39 生物 木材においてのカビ抑制作用 

40 生物 植物を用いた紫外線対策 

41 生物 スプラウトを果汁で育てると成長に変化は起こるか 

42 生物 虫こぶの内部構造と虫こぶのできる植物と虫の違い 



43 生物 薬用植物がヒメダカの代謝に与える影響 

44 生物 イシクラゲと土壌 

45 生物 ショウジョウバエの羽化は光で抑制されるか？ 

46 生物 植食者誘導性植物揮発物質（Herbirore-induced plant volatiles:HIPV）の環境への対応性 

 

１２月１日（金）＜課題一覧＞ 

No. 分野 課題タイトル 

1 数学 Prefix Reversal 

2 数学 オイラー定数の拡張 

3 数学 完全数と友愛数 

4 数学 分割数 

5 数学 ガウス素数と幾何学的視点 

6 物理 水の介入と溝の数による靴裏の摩擦係数の変化 

7 物理 雨の落下速度 

8 物理 紙の軌跡 

9 物理 水の水平投射 

10 物理 水の放射する角度と飛距離の関係 

11 物理 雨の中で止まっているときと走っているとき、どちらの方が濡れるのか 

12 物理 スーパーボールの回転と運動量 

13 物理 車両の揺れを抑えるには 

14 物理 だるま落としの原理の解明と上達法 

15 物理 ボトルフリッピング 

16 物理 粒子を透過させた時のレーザー光の波長の変化 

17 物理 特殊なボールの水面反射 

18 物理 トリックアートをつくろう 

19 物理 ３音のうなり 

20 物理 グラスハープを鳴らしてみた 

21 物理 熱音響冷却実験とその効率について 

22 物理 ヘロンの噴水 

23 物理 音力発電の効率的な発電方法 

24 物理 磁石の音 

25 物理 電磁加速器の研究 

26 物理 電子は飛ぶのか 

27 物理 磁石によるスイングバイ航法の再現 

28 物理 コントラペラの発電構造の解析 

29 情報 
The cat health management system utilizing the pressure sensor and activity monitor 

（ネコの健康管理システム） 

30 情報 School Concierge「なずな」の開発 

31 化学 水面に垂らしたオリーブオイルの保温性について 

32 化学 
Novel Detection of Hydroperoxyl Radical for Oscillating Chemiluminescence Reaction  

in H2O2-KSCN-CuSO4-NaOH System Using Luminol and L-012 

33 化学 改良版・ビタミンＣで作る「青いフラスコの実験」 

34 化学 The improve of performance of Fruit Battery 

35 化学 人工ダイヤモンドの生成 

36 化学 有機溶媒を用いた発泡スチロールの溶解 

37 化学 安全に行えるヨードホルム反応の実験法の開発 

38 化学 アンチバブルができる条件 

39 化学 イオン液体を使ったキチンナノファイバーの作成 



40 化学 ゼオライトを使った落ち葉の熱分解によるエチレンガスの製造とその利用 

41 化学 電解質による水素結合への影響とセルラーゼを使った糖化速度の研究 

42 生物 実はすごい！たまご！ 

43 生物 食品添加物の毒性と神経系に及ぼす影響 

44 生物 メレンゲの泡立ちをよくする 

45 生物 歯はどうしたら溶けるのか 

46 生物 コウジカビの抗菌作用と酵素活性 

47 生物 バナナの抗菌作用 



別紙２ 

ＦＡＸ：０４７－３３７－６２８８（ＦＡＸ送信紙は不要です） 

 

平成２８年度 学校法人市川学園 市川高等学校 

スーパーサイエンスハイスクール中間発表会 参加申込書 
 

学校名 
（所属機関） 

連絡先住所 
 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

Ｅ－Ｍａｉｌ 

 
＜参加者＞ 

No. 職名 参加者氏名 担当科目 参加日（○を付けてください）

１ 11/28  11/29  12/1 

２ 11/28  11/29  12/1 

３ 11/28  11/29  12/1 

４ 11/28  11/29  12/1 

５ 11/28  11/29  12/1 

 

申し込み締め切り ： 平成２９年１１月２４日（金） 

 
Ｅ－ｍａｉｌの場合は本票の内容（様式は自由）を以下のアドレスに送信してください。 

E-Mail n.usui@ichigak-net.ed.jp （ＳＳＨ事務 臼井） 



＜別紙３＞ 
本校までの交通機関 
１．JR本八幡駅北口よりバスで１１分 (片道220円) 

バス    ②番乗り場バス  本１６・７４系統の場合 「市川学園正門前」下車  
それ以外の場合は「市川学園」下車  

タクシー  約１０分（1,200円前後） 
２．JR市川大野駅よりバスで１１分 (片道200円) 

  姫宮団地経由 本八幡駅行「市川学園」下車  

 

 
 
 


