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プレゼンテーション研修

最新の脳科学に触れる

理化学研究所を６９名の 1 年生が生徒が訪問
今年度の最初のＳＳＨの行
事は、理化学研究所訪問とその
後のプレゼンテーション作成。
2019 年 4 月 22 日(土）に理化
学研究所の一般公開に合わせ
て、熊谷西高校の理数科１年の
41 名と、普通科の希望者 28 名
が、理化学研究所を訪問しまし
た。理化学研究所で行われてい
る最先端の研究を取材し、その
結果をプレゼンテーションに
まとめました。
PC を使うタンパク質の立体構造を知る

タンパク質の立体
構造を３Ｄで示し、
自由に動かすことを
体験させていただき
ました。
編集後記
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ゼブ
ラフィ
ッシュ
の学習
につい
ての説
明を受
ける。
興味深
い内容
には熊
西生が、
どこからともなく集まってきました。

感覚は不思議、人工甘味料は付いて離れないから甘みが増す

味覚の解説を受けてから、実際に天然の甘味
の乳糖(甘味度 16)とショ糖(甘味度 100)の味を
確認した。人工甘味料のアスパルテーム(甘味度
15000 ：ガムの外側の甘い部分)やスクラロース(甘味度 65000 ：カロリーオ
フのコーラ)の成分を指先にほんの少し載せていただき、なめてみた。人工甘
味料の甘さにびっくり、説明の通り、甘みの成分が味蕾について離れず、ずっ
と甘みを感じました。最後には苦みを感じるほどでした。

春爛漫、ヤエザクラの季節の訪問

ちょっと一休み
ソメイヨシノが
終わり、ヤエザク
ラの仲間の品種
が咲いていまし
た。

ＳＳＨ担当の私は、生徒と別れた後、生徒が
取材しているところを記録しようとあちらこ
ちらを回ってみた。広い敷地にたくさんの展
一人当たり３つ以上の研究室を訪問して
示や講演会があり、69 人の生徒がいるはずな
のに、ほとんど探し出すことはできなかった。 取材することになっていました。疲れて休
やっと見つけた生徒の記念写真です。
みを取る休憩所も至る所にありました。疲
次号は取材した内容をプレゼンテーション れていたけれど、カメラを向けるとにっこ
にすることを載せる予定です。
り写真に写ってくれました。
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プレゼンテーション研修２

友達に教わりながら理化学研究所訪問の成果をまとめる
理化学研究所で調べた
内容をパワーポイントを
使ってまとめ、その後、
廊下に掲示しました。4
月 22 日(土)理化学研究所
の一般公開の日に訪問し、
いくつかの研究内容を調
べました。翌週の 4 月 24
日～ 28 日の放課後に、パ
ソコン教室でまとめまし
た。パソコンをよく知っ
ている生徒が、知らない
生徒に教えながら調査した内容を 1 ページに、わかりやすくまとめました。その結果を渡り廊下に掲示しました。
生徒の作成した報告書
熊谷西高等学校

理化学研究所攻略

１年１組１２番

黒濱 寛生

１：ＱＣＤ(クオーク・グルーオン・プラズマ)
ＱＣＤとは、宇宙ができた０.０００００１秒後に起き
ていたと考えられる現象であり、宇宙の解明に大きく
関わっている。米・ブルックヘブン研究所では、シリ
コン崩壊点検出器という装置を使ってＱＣＤを人為
的に起こし、その最低発生温度を調べている。現時
点では約２兆度が最低だと予想されており、また、こ
の実験での最高温度は４兆度であり、これが地球か
－２３
ら見た全宇宙中の最高温度である。 (持続時間１０
秒)
右図は研究方法・測定結果→

クォーク6種
アップ

ダウン

チャーム

ストレンジ

トップ

ボトム

・スーパーコンピューター略してスパコンとは人間では出来ない量の計
算をとても短い時間でできるものです。スパコンを見て「なぜそんなに大き
いの？」と思った人もいると思います.理由は簡単で小さなコンピューターが
たくさんつながっているからです。処理を分担することで計算にかかる時間
を少なくしているのです。
・スパコンの挑戦として脳を再現しようということを理化学研究所では
やっています。既に猫の脳は再現でき眼球運動もわかったとか、、脳の神
経細胞とそのつながりを再現することができたら未来は大きく変わり脳の
病気をなおせ、思考力を持ったロボットができるかもしれないと話していま
した。

３：太陽より重い天体、中性子星

中性子性の構図

理化学研究所報告書 H29.4.22
ニホニウム誕生

理化学研究所にあるスパコン→

２：ミクロよりミクロの世界

中性子星とは、宇宙に存在する、極めて密度の高い天
体である。半径約20ｋｍという小ささの割に、質量はな
３０
２
んと太陽と同程度で２×１０ (２×千兆 )もあり中心気
２９
圧は１０ 気圧。全く想像できない構造である。右上図 ⇒
は中性子星の内部構造を表している。外側から数えて
１層の部分は鉄でできている。これは鉄が他のどの原
子よりも鉄が安定しているからだ。2層では個々の原子
核がくっつき、巨大な原子核の様になってる。これを核
物質と言い、ほとんどが中性子でできている。3層はΛ・
Σ(ラムダ・シグマ)等のハイパー粒子と呼ばれる物質が、
4層はクォークやグルーオンが存在していると考えられ
ている。 宇宙には未だ人類が解明できていないことが
数多くある。世界の科学研究の最先端をゆく理化学研
究所は、こうした謎を解くために日々研究を重ねている。

講演者：羽場宏光先生

１－７保延

Ⅰスパコンについて

少なくとも中学生の教科書では、この世界を構成する最
小の単位は原子であると書いてあるはずだ。だが、半世
紀以上前から、「原子に高いエネルギーを加えればもっと
小さい粒子が出てくる。」と言われている。その小さい粒子
というのが、クォーク、グルーオン、レプトン(電子など)と呼
ばれる物質だ。クォークには右記の６種類があり、これら
をまとめてハドロンと言う。2または３種類の組み合わせで
陽子、中性子以外の多種類の粒子を作れる。 そこで
クォーク同士を繋いでいるのがグルーオンだ。驚くべきこ
とに、それらの大きさは１京分の１ｃｍよりも小さいのだ。
理研ではこうした想像出来ないほど小さな世界の研究もし
ている。
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理化学研究所での体験

１層

２層

３層

４層

1年6組4番 飯塚早也果

不思議な宇宙の世界

計算宇宙物理・スーパーコン
ピューターで再現「太陽系ツ
アー」に参加した。

2016年11月28日、IUPACは、理研の森田グループが発見した
113番元素の元素名をニホニウム(元素記号Nh)に決定した。
そして、元素の周期表に待望のアジア初・日本初の新元素
が誕生した。探索開始から命名まで13年にも及んだそうだ。

Ⅱフレネルレンズについて
・フレネルレンズとは薄くて軽くて大きくできる段付きレンズです。 凸レ
ンズで大きなものを作ると非常に重く、しかも高価
なものになるという欠点があります。そこで生み
だされたのがフレネルレンズです。凸レンズから
斜線の部分を取り除くことで機能はそのままに
薄くて軽いレンズにしています。
・このフレネルレンズを宇宙で超高エネルギー宇宙線を観測するために
使っています。宇宙線がどこから来ているのかを調べるためです。実際に
は、宇宙でレンズを地球の方向に向けて観測しています。「宇宙の外側に
向けたほうが良いのでは？」と思いましたが、地球にシャワーのように降り
注ぐ宇宙線から逆算してどこから来ているのかを調べていると教えてもらい
ました。
・まだ謎が多いい宇宙線について調べている、宇宙で活躍しているフレ
ネルレンズを見ることができてよっかったです！

ⅢＭＡＸＩについて
・ＭＡＸＩとは、国際宇宙ステーション日本実験棟に搭載された全天ⅹ線監
視装置です。このＭＡＸＩを用い、観測的な宇宙研究を行っています。
・２００９年８月の稼働開始からＭＡＸＩはブラックホール新星、ガンマ線バー
スト、星のフレア、活動銀河核の増光などなど、、、たくさんの変動現象や突
発現象をとらえてきました。
・今、ＭＡＸＩでは重力波源観測をしています。右の写真にもあるように、重
力波の発生源はわっかっていません。
このプレートを説明してくれた研究員
の方は重力波源を見つけるために日
々頑張っていますと話してくれました。
・他にも様々な研究でＭＡＸＩのデータ
が使われており宇宙研究に大きく貢
献していることがわかりました。
ＭＡＸＩ

地球の未知
０、突然ですが宇宙と言われてなにを思いますか？？

元素の周期表と核図表について

世界には、現在約118種
宇宙から地球に降り注ぐ宇宙線の中には、理論的にはあり得ない
類の元素が存在する。1875～1899に多くの天然元素が発見され、人 ほど超高エネルギーのものが存在する。また、惑星たちは１枚の面
工合成によって作られる人工元素は1925年以降に多く発見された。 をぐるぐるまわってる。帯のように見えるのが天の川である。
101番元素を発見したメンデレーエフが周期表を作成し、それは後
ブラックホールとは
に未知元素を予測する新元素探索の道しるべとなった。
〈原子核〉
アインシュタインが1915～1916に発表した「一般相対性理論」から理論
陽子 電荷：＋1
上予言される天体。重力が強すぎて内側からは光でも出てこられない。
原子数：原子番号
また、真っ黒である。
原子の数が元素を決める
では、どうしたら見つけられるのか？
一つ目は、重力波を聞くことである。
〈同位体〉
2015.9.14 重力波を初めて観測
陽子数が同じで
(重力波：物体が運動すると生じる時空のゆがみが波として伝わる。
中性子が異なる核種
非常に小さい信号のため、検出は非常に難しい)
質量数＝陽子数＋中性子数
また、理論予想の波形と観測した波形がほぼ一致した。
-Einstein was right.現代の周期表は元素を原子番号の順で左から右に並べる。(昔の周期 →「アインシュタインは正しかった」
表は今と違うものもあった) 《周期性》化学的物質(最外殻電子配置)の ブラックホール同士の衝突から音が聞けたことから、宇宙には多くのブ
ラックホールがあり、私達の住む銀河系にも存在すると予想されている。
似た元素が縦に並ぶように折り返す。
核図表とは、縦軸に陽子数、横軸に中性子数をとって同位体を分類し 二つ目は、周りの星の動きを観測することである。
たものである。安定核：254個、既知核：約3100個、未知核：約7000個 明るい星が向きを変えるのは、真ん中に太陽に代わる何か(非常に重い
ブラックホール？)があるに違いない、また天の川銀河には軽いブラック
と言われており、これでもまだ3分の1程度しか分かっていない。
ホールがあり、そこに落ち込むガスの温度が上がってX線で輝くそうだ。
不安定同位体(放射性同位体)
落ち込んでいくガスからの光を観測することによってブラックホールの重
放射壊変に伴ってRIに特徴的な放射線が放出される。
さがわかる。また、白鳥座の根元には、非常に明るいX線を出す太陽の
核融合の起こりやすさ 生成原子数＝反応断面積×W×l×t
10倍重いブラックホールがあるらしい。
POINT:ブラックホールの周りでは不思議なことが起きている！
人工元素の合成-原子核反応まだまだ分からない謎がたくさんある!!
1908 トリアントからNpを発見する
1909 ニッポニウム(Np)報告
1925 ノダックがコルンブ石から特性X線により75番元素(レ二ウムRe)
が発見される
1929 ローレンスがサイクロトロンを発明
→100万電子ボルト(MeV)の高エネルギー イオンビームを発生
1932 チャドウィックによる中性子の発見
1939 ハーンとシュトラスマンが核分裂を発見
1942 フェルミらが最初の原子炉始動→中性子を大量に発生

ニホニウムの発見

113番元素をつくるには・・・
・陽子を113個もった原子核をつくればよい
・30番元素の亜鉛と83番元素のビスマスの原子核を融合
→加速器を用いて速い速度で融合させる
【理研の攻略法】
新元素を作る方法は次の２つである。
①冷たい核融合反応(ドイツ：107～112番元素で成功)
②熱い核融合反応(ロシア・アメリカ：114,116番元素で成功)
理研は、より説得力のある①の方法で原子番号を確実に同定さ
せることを目標とした。
①…α壊変鎖が既知核へ(Mtは1原子で新元素認定)
成功すれば②よりおよそ100倍の確立で命名権を得られる。
②…α壊変鎖が未知核の核分裂へ→原子番号の同定が困難
《理研RIビームファクトリー》CSM(2001～)を使って非常に速い
速度でGARISへ運ぶ。
2004.7.23 Nh初観測(連続する4回のα壊変を観測)
2006 113元素発見をIUPACとIUPAPに報告
2012.8.12 6回連続のα壊変を観測、発見の優先権をJWPに主張
2015.12.22 論文受理
2015.12.30 報道発表
2016.11.30 「ニホニウム」が正式決定

１．ブリザードとは？？？？
発達した低気圧などによる激（はげ）しい吹雪（ふぶき）をいいます。
激（はげ）しいブリザードのときには、風速が60メートルを超えたり
（台風と同じくらい）、吹雪で10メートル先が見えなくなります。理
研の宇宙線の南極観測は今もつずいています。今も続いていると
いうことがとても興味深いです。

２、ブラックホールができる理由

他の研究

水の硬さ(硬度)について
私たちが普段飲んでいる水の硬度は一体どれくらいなのだろうか?
そもそも硬度とは…1000ml中に溶けているカルシウムとマグネシウム
の量を表した数値のことである。
WHO(世界保健機関)の基準では、120mg/l以下を「軟水」、120mg/l
以上を「硬水」という。
【硬度】
四種類の水を飲み比べてみると、水には様
超純水………0mg/l
々な硬度の違いがあり、ぬめりや苦みを強く
富士山………28mg/l 感じるものもあった。また、硬度が非常に高
南アルプス…32mg/l
いContrexという水は、水だとは思えないよう
Volvic………65mg/l
な味がして、驚いた。外国の水は硬度が高
上水…………85mg/l いものが多く、私達が慣れ親しんでいる日本
Evian………316mg/l
の水は、硬度が低いということがわかった。
Contrex……1692mg/l

最後に

どれですか・・？？？
実は南極が正解？？で日本学術会議
は１９５５年から南極観測を始めることを決めました。
そして理研は宇宙線部門を担当することになりました。
隊員は小玉さん、大内さん、福島伸がいました。
しかし、ふくしまさんは南極ブリザードに巻き込まれ帰らぬ人となってしまいました 。

今回の研修で、化学に対する関心が深まった。
この経験を次に活かせるよう、更に努力していきたい。

ブッラクホールは宇宙の巨大な穴ではありません。本当はブッラクホー
ルとは莫大なエネルギーの源で国際宇宙ステーションのmaxiで観察し
ています。Maxiは地球を９２分で一周の速さで回っています。右上の画
像がmaxiです。ブラックホールができる理由は重力波が大きく関係して
います。 ここで、重力波につ いて説明したいと思います 。

３、アインシュタインの予想
重力波とはなんだろうと言うことで、アインシュタインは重さを持ったものが動くと事
項が揺さぶられ、時空の歪みを伝えるさざ波が発生し、光の速さで伝わってく。と予
想しました。
これを一般相対性理論といいます。実際にこの予想は当たっていて質量が大きい
ものが動くと重力波が発生するそうです。じゃあ、地球でも重力波は発生している
のか？と研究員の人に聞いたら、質量が小さすぎて発生しないといわれました。実
際重力波を発生させているのは、太陽の３０倍近くの質量のものがうごくのだそうで
す。

４、まとめ

結 局 ブ ッ ラ ク ホ ー ル は 重 力 波 の エ ネ ル ギ ー だ そ う で す 。
最 後 に 地 球 に は ま だ ま だ 解 明 さ れ て な い こ と が た く さ ん あ り ま す 。
ぜ ひ み な さ ん も 興 味 を も っ て み て く だ さ い 。

渡り廊下に掲示した様子。A4 で印刷
して、掲示しました。A4 では、ちょっと
小さかったか。次回からは A3 で掲示し、
もうすこし見やすくします。これらを各
自のポートフォリオにまとめる予定。

編集後記
左の 4 作品が、生徒の作成した報告書
の代表例です。中学ではほとんど使った
ことのないパワーポイントというアプリ
ケーションを使って、先輩や友達に聞き
ながら、いろいろ工夫して作成していま
した。先に出来上がった作品を参考に、よ
り分かりやすい報告書作成を目指して
作っていました。
理化学研究所において撮影した写真を
もとに、写真の配置や明るさを調整し、枠
の色や文字のフォントなども工夫して、
より見やすいものを作成していました。
今年は、113 番元素ニホニウムの内容
を取り上げた作品が多く、今年の理化学
研究所のメイントピックであることを示
しているようでした。
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生徒課題研究発表会Ⅰ
３年生： SSH 課題研究発表会へ向けての発表会
３年生については８月８日～ 10 日に神戸で行われ
る SSH 課題研究発表会へ向けて代表選考会を兼ねた
校内の課題研究発表会が行われた。希望したのは下記
の５作品であった。
１ 硫化亜鉛粉末を用いた発光 成田 佐藤
２ コバルト錯体の合成と評価 黒川
３ チームアライグマの紹介・熊谷西高校周辺に
生息するアライグマ
小川 及川
４ 熊谷西高校周辺におけるヌマガエル(Fejervarya
Kawamurai)の生態報告
阿部
５ 病原性糸状菌に有効な放線菌産生物質研究
有馬 小川 中嶋 小池 及川
どのチームも、６／１０・１７に松山高校・熊谷高
２年生：課題研究決意表明
２年生は、提出された研究課題
が現在のところ、以下の 19 課題。
この中には普通科の生徒も加
わっており、もっと多くの普通科
生徒の参加が期待されている。
物理分野
１ エッグドロップ
２ 固いコンクリの作成
３ 風車について
４ 飛行機の翼の角度による飛行の変化
５ 焼入れ・焼きなましによる炭素鋼板の
衝撃耐久力の変化の計測
６ 木造建築の耐震構造について
７ 組み立て式飛行機の研究

３年生はパワーポイントを使い英語で発表していた
グループもありました。

校主催でそれぞれ行われる、英語による課題研究発表会を意
識した内容で、完成度はまだまだであったが、それぞれが次
代を担う科学者として期待されるものばかりであった。

化学分野
８ 人工宝石の合成
９ 様々な金属イオンを導入した硫化亜鉛
の発光・畜光
生物分野
10 雑草を定義する
11 ウーパールーパーの研究(変態）
12 ツバメの巣作りの習性
13 昆虫細胞の培養・冬虫夏草の培養
14 高校生による植物図鑑の作成
15 観音山調査：ニッコウキスゲの調査
16 ミジンコの休眠卵打破について
17 藻類とシアノバクテリア類の単離
18 ノジスミレをはじめとする植物の集水
作用の研究
物理･生物複合分野
19 飛行種子

これから、8 月末まで研究を進
め、秋の科学展を目指して取り組
む

２年生の課題研究は、個人研究あり、グループ研究あり

む。その後の内外の発表会で更なる飛躍につ
なげてもらいたい。

１年生：エッグドロップで初めての課題研究発表

編集後記

初めて司会をした２人

４～５人で 10 グループに分かれてエッグドロップを研究した。初めての課
題研究で月曜 7 限を 3 回１時間ずつを使って行ったものをまとめた代表作が
この 3 作品。今までに成功例のないものに挑戦したグループが多かった。

エッグドロップの発表

２年生の
司会です。ほ
とんど事前
打ち合わせ
なしでした。
立派に演じ
ていました。
１年生の
発 表 も リ
ハーサルな
しのぶっつ
け本番でし
た。みな、協
力して堂々
と発表して
いました。
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英語による課題研究発表会～松山高校～

熊西の SSH 事業として初めて他校の英語による研究発表会に参加
6 月 10 日(土)午後、東松山市総合会館に
おいて埼玉県立松山高校主催の英語によ
る課題研究発表会が行われた。研究発表会
（口頭発表）は発表 7 分,質疑・入替 3 分を
９本がおこなわれ、その後 ポスター発表
が行われた。
本校生徒は３年生チームが口頭発表に
おい て、A report on Indian rice frog
(Fejervarya Kawamurai :numagaeru)
around Kumagaya Nishi High School（熊
谷西高校周辺におけるヌマガエルの生態
報告）を発表した。ポスター発表でも２年
生の３チームが参加した。

日本語題

英語題

発表形式 発表者氏名（学年）

熊谷西高校周辺におけるヌマガ A report on Indian rice frog
(Fejervarya Kawamuエル(Fejervarya Kawamurai)の rai :numagaeru) around

生態報告

Kumagaya Nishi High School

様々な金属塩化物を導入した硫
化亜鉛の発光

Photoluminescence of ZnS
powder doped by metal chlorides

観音山のニッコウキスゲ
（Hemelocallis dumortieri ver.

About Hemelocallis dumortieri

esculenta)）について
秩父市大滝 東大演習林の報
告

ver. esculenta ) of Kannonyama

口頭

阿部 康平(3):Kouhei Abe
玉村 和樹(3):Kazuki Tamamura

ポスター

八木原陸矢(2):Rikuya Yagihara
永石剛(2):Go Nagaishi
荒井真名斗(2):Manato Arai
髙草木柚穂(2):Yuzuho Takakusaki
新島佑佳(2)Yuhka Niijima

ポスター

平川真緒(2):Mao Hirakawa
伊藤彩海(2):Ami Itoh

Report of The University of
Tokyo Forests,Graduate
School of Agricultural and Life ポスター
Sciences, The University of
Tokyo.

伊藤彩海(2):Ami Itoh
中村紫織(2):Shiori Nakamura

３点のポスター発表

英語でのプレゼンは初めてだったのでとても緊張してしまいました。
実際に外国人の方が聞きに来てくれたとき、英語をしっかり練習したの
で大丈夫だと思いましたが、緊張でたどたどしい英語になってしまいま
した。この経験を生かして次はあせらずにしっかりと伝えられると良い
なと思いました。(2 年女子）
編集後記

３年生はヌマガエルの口頭発表
発表の後のポスターセッショ
ンの時にインド人の女性の方が
ほめてくれた事が一番うれしく
て印象に残った。一方、レジュメ
のポスターを読んでくれた松山
高校の生徒の方から研究の意図
について聞かれたので、もっと
はっきりした目的がないとだめ
だと思った。
今回の発表について、自分と
しては大失敗だった。校内発表
のリベンジのつもりで取り組ん
だ。他人から見れば発表自体は
成功だったと思うが、内容は薄
いので、もっと中身のある研究
にしたい。(３年生男子）

口頭発表の様子

先輩の口頭発表を聞いてる

全体風景

「英語のポスターを作る時にいろいろ
な英単語が知れたのが良かったと思い
ます。発表は日本語でしたが、新たな発
見が見つかりました。他校がどんなこと
をやっているかも知れて英語の口頭発
表では、リスニングや読解ができまし
た。今回の反省や質問で答えられなかっ
たもの、疑問点をこれから整理して、生
かして生きたいです。」 (２年男子）
というように、初めて熊谷西高校の
SSH の活動として、他校の英語による発
表会に参加してみました。英語の必要性
を感じた者、新しいアイディアを得た
者、緊張した体験をした者など様々でし
た。今後の飛躍に期待したいと思いま
す。
（文責三上）
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希望者研修：東大演習林実習と荒川のカワムシ調査
ＳＳＨ交流事業「生物実習～森・
川・海を考える」ということで、東
京都立江北高校と連携し、東京大
学秩父演習林での実習や荒川流域
の水質調査を実施しました。東大
の樹木園での樹木実習・荒川源流
域の秩父市大滝から、中流域の長
瀞・下流域東京都墨田区の荒川河
口域の水生生物及び水質調査を行
ました。大滝げんきプラザにて２
泊３日の研修でした。自然体験の
少ない生徒にとって、初めての動
植物・昼夜･生物の大小を問わない
生物漬けの３日間となりました。

全参加者：本校生６名、江北高校生 17 名

教員６名での研修でした

荒川上流～下流までの水質調査
pH や COD・
ア ンモニア 濃
度･リン酸濃度
な どの水質 調
査 と水生生 物
調 査を実施 し
ました。

プラザ周辺の落葉広葉樹の植生調査
長瀞の水生生物

荒川上流部での水質調査

荒川中流部（長瀞）での水質調査

人工林（スギ林）の植生調査

下流の荒川放水路での調査

夜の研修会は深夜に及び生物の同定や研究成果を発表し合った
シャーマント
ラップに入った
アカネズミ

ベ イ ト ト ラ ッ プ 食べられるタ
に 入 っ た オ オ セ マゴタケがた
くさんあった
ンチコガネ

編集後記

昼のデータ整理・標本同定の作業

当日の調査･データ整理の報告会

昼の調査に夜の資料のまとめと報告
会。
荒川の最上流から河口までの長距離
の旅。熊西生にとってこの伝統行事で、
江北高校生とも交流を深めていました。
よい経験になったようです。(文責:三上)
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SSH 理数科 1 年埼玉大学
理科基礎研修
９月６日(水)埼玉大学を訪問し、｢物理･化学・生
物の各分野の研究に触れることにより、生徒の実験
に関する興味を引き出し、実験に関する基本技能を
習得する｣、｢課題研究の研究テーマ決定の一助とす
る｣ことを目的とした実習が実施された。今号はそ
の実習に関しての報告である。9:30 から全体開講
式、その後講義・実験が物理・化学・生物に分かれ
て実施され、昼休みを挟んで 14:50 まで行われた。

全体の開講式

物理･化学･生物分野に分かれ研修を実施
分野別に実験研修
が行われました。
物理分野：「電気抵
抗と熱電対について」
半導体の電気抵抗の
温度変化を測定、キャ
実験の前の講義風景
リアの量や動きやす
さによりどのように
電気抵抗が変化する
のか学びました。
化学分野：フォト
クロミック化合物の
色変化を調べました。
光照射により可逆な
色変化が起こる現象 低温領域での実験
フォトクロミズムに
ついて実験しました。
生物分野：高等植
物や大型藻類から光
合成色素を抽出し、薄
層 ク ロ マ ト グ ラ
フィーで分離する実
験を行いました。
色の違いの確認

PC を使っての計測・データ処理

TA の大学院生の説明
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埼玉大学が、とてもレベルの
高い大学だと思うので、高度な
技術を学ぶことができると思
い楽しみでした。終わった後も
予想通りだったと思いました。
とても貴重な体験ができたと
思います。（１年女子）
大学院の人たちもとてもや
さしくて、説明もわかりやす
く、こまかいとこまで教えてく
れたので、質問があっても聞き
やすくて、私もこういう人にな
りたいと思いました。(１年男
子)
大学生と実験したため、わか
らないところを親切に教えて
くれたので、一緒に実験して良
かった。大学の教師の話で、ク
ロマトグラフィーのことや葉
緑体の中のこと、クロロフィル
について知る事ができた。実験
では知らなかったことをそこ
そこ理解する事ができた。(１
年男子)
フォトクロミック化合物の
閉環の速度計測、異なる温度に
よる速度変化を今回は実験し
た。物質によって閉環の速度が
異なり、速いものは青色に光
り、遅いものは赤っぽく光るこ
とを自分の眼で確認すること
が出来た。（1 年男子）
半導体の実験を行いました。
温度が下がるごとに抵抗が下
がること。その急激な変化に驚
いた。（１年女子）

紫外線照射の反応速度
編集後記

院生の TA からの説明を受ける

大学生とも交流

閉講式では大学受験に関するアドバイスも
閉講式では、生徒代表による各分野の主な内容と感想、
感謝の言葉がありました。埼玉大学の教授の方々からは、
大学受験に関するアドバイスで、「高校時代にしっかりと
した文章を書くことができるようにして欲しい」という切
実な話が複数の先生方から聞けました。

ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰの結果

今年度埼玉大学研修を行うに
当たって、昨年度の反省で事前
指導を実施しました。生物では、
ボールペンの色素の分離をペー
パ ー ク ロ マ ト で 行 っ た り、ピ
ペットの使い方、0.1mm 単位で
測定する長さの測定などを経験
させてから実習に臨みました。
事後指導は簡単なレポート作
成を実施しました。今までの経
験で PC を使ってレポート作成
ができるようになった生徒も多
く、SSH 行事を実施してきたこ
とで、生徒の成長を感じとるこ
とができました。 (文責:三上)

