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会期　　平成２１年９月８日(火)　8:50～１５：１５

会場　　プレゼンテーションルーム

１限 集合・開会行事 8:50～ 9:05

口頭発表［１件15分　(準備５分，発表７分，質疑応答３分)］

1） 無理数の近似値 9:05～ 9:20

松本　和智

2） 校内の紫外線の強さと照度の関係 9:20～ 9:35

伊藤　大樹 小田桐　翼

２限 3） アントシアニンの研究 9:50～ 10:05

小野　夏海 柳生　依美里

4） ジェットコースターで人にかかる遠心力について 10:05～ 10:20

金丸　貴広 松本　明彦 森　達 山本　秀

5） センター試験問題について 10:20～ 10:35

小池　和也　

３限 6） 硝酸と不動態に関する研究 10:50～ 11:05

井丸　輝紀 金本　賀嗣 陶山　涼

7） CO2は温暖化に関係があるか 11:05～ 11:20

井上　拓 松永　康志

8） プラナリアの再生に関する研究 11:20～ 11:35

久保　亜梨沙

４限 9） 洋書と洋画における英語表現の違い 11:50～ 12:05

北條　友里華

10） コマの歳差について 12:05～ 12:20

高野　正樹 中村　智哉

11） 電気泳動による魚類の分類 12:20～ 12:35

出村　大祐 小佐　昌子 藤井　美由樹 村井　航

５限 12） For Better Communication 13:25～ 13:40

淺田　正 清川　良樹 髙橋　剛士

13） アミダクジについて 13:40～ 13:55

鷲見　仁照

14） クマムシの研究 13:55～ 14:10

沖野　亜美 中谷　侑花 堀井　麻美

６限 15） フェアトレードについて 14:25～ 14:40

幾見　志穂 池之上　麻衣

16） アルミニウム缶からコランダムを合成する 14:40～ 14:55

改田　伊織 高橋　基 廣田　旬孝

17） ピンホールカメラの研究 14:55～ 15:10

奥島　悠大 田中　基生

閉会行事・片付け 15:10～

平成２１年度　国際理数コース課題研究発表会プログラム  
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1) 
無理数の近似値 

 
松本 和智 

 
 
 このことについて研究をしてみようと思っ

た理由は、近似の方法をもっと知りたかった

からだ。「２乗して平方根を求める」しか知

らなかったのでほかの方法を知りたいと思

い、この研究を選択しました。 
 インターネットなどで無理数を調べた結

果、「ニュートンラプソン法」、「漸化式」

などが挙がりました。「ニュートンラプソン

法」とは、ｙ＝ｘ２＋a（aは自然数であり、a
の平方根を調べる）のグラフで、ある点にお

ける接線を引き、その直線とＸ軸との交点を

出し、その点における接線を引き・・・とや

る方法で、「漸化式」は「ニュートンラプソ

ン法」をもとに漸化式を作り、ｎ＝（０、）

１、２・・・と代入する方法だが、普通に代

入するだけでは「ニュートンラプソン法」で

導き出すのとほとんど同じです。しかし、こ

れにマクロ（Excelに入っているソフトウェ
ア）を使って求めることもできます。 
 今回の課題研究で一番苦労したことは、

「ｘｎ」や「ｘ
２」などの文字を作ったことで

す。これは「挿入」→「オブジェクト」→「Ｊ

Ｓ数式作成ツール」という方法でやりました。

また、数字だけの分数と「√」は「ペイント」

で作りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2) 

照度・紫外線の研究について 
 

伊藤 大樹・小田桐 翼 
 

 
 近年オゾン層の破壊が叫ばれ、紫外線によ

る皮膚癌などの健康被害が問題となっており

私たちが暮らす環境ではどれくらいの紫外線

量が降り注いでいるのか興味を持ち本校で部

屋ごとの紫外線量や条件の違いでどのような

違いがあるのか詳しく調べてみたいと思っ

た。窓を閉めた各教室で窓ガラスを通して部

屋の中に入ってくる紫外線量の測定や屋外で

の測定、さらに教室内と屋外での紫外線量を

計測した。 
 準備物は照度・紫外線測定器、各測定場所

の記録用紙、筆記用具 など。 
 仮説は、一つに太陽高度が一番高いのは正

午であり、気温が一番高いのは２時であるこ

とから、照度・紫外線量はともに正午～午後

２時が最も高いのではないかと考えた。二つ

目は校舎内では、下の階よりも上の階の方が

高いのではないかと考えた。計測は生物Ⅰ教

室、中央ギャラリー、106号教室、312号教
室、職員玄関、野外ステージ及び体育館のベ

ランダで５月１５日～７月２日にかけての放

課後に行った。 
 結果は、校舎内の照度・紫外線の平均量が

共に一番多かったのは、上の階の教室（312）
であり正午～午後２時が一番高いと予想した

が、実際は１６時ごろが一番高かった。これ

は日中よりも夕方の方が太陽の高度が低いた

めに、部屋に直接入ってくる太陽放射量が多

くなるためではないかと考えられる。下の階

ほど上の階の日陰に遮られて量が少なくなる

ことが分かった。また、紫外線はガラスを通

すということも分かったが、量は半減してい

た。校舎内と屋外との差は歴然であった。 
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3) 
アントシアニンの研究 

 
小野 夏海・柳生 依美里 

 
 
 みなさんは紫キャベツってどうして紫色な

のか？考えたことがありますか？実は、あの

紫色ブルーベリーやナスの皮の紫色と考同じ

なのです。アントシアニンという色素分子が

入っているのです。 
 アントシアニンは視力回復の効果があると

して注目を浴びているのです。 
 アントシアニンは取り出して pH を測るセ
ンサーとしても利用できます。 
 今回は、紫キャベツをはじめとする校内に

咲く植物から塩酸 HCl と水酸化ナトリウム
NaOHを使ってアントシアニンを抽出しまし
た。 
 紫キャベツの色素は「アントシアニン」で

すが、実験で酸性、中性、アルカリ性にした

ときき、それぞれ「赤」「紫（そのまま）」

「黄色」になりました。 
 私たちは今回の実験で酸性だと色の変化は

なくアルカリ性だと pH により色が変化す

る。という結果を得ることが出来ましたがそ

れと同時に「紫キャベツの色素がおよそのpH
を測る道具（指示薬）として有効である」と

いう事も証明することが出来ました。 
 今回は、酸性とアルカリ性の色の変化を見

比べることが目的でしたが、ではなぜ色が変

化するのか。という疑問までは解決すること

ができなかったので今後の課題としてさらに

深く取り組んで行きたいなと思っています。 
 
 
 

 
 
 
4) 

ジェットコースターで人にかかる遠心力について～俺らとハイジ～ 
 

金丸 貴広・松本 明彦 
森 達・山本 秀 

 
 最初はジェットコースターの遠心力で人に

どれぐらい負荷がかかるか調べようと始めま

した。遠心力を調べる過程でブランコと出会

い、のめりこみすぎて時間がなくなってしま

い、テーマを変えることにしました。それが

この「俺らとハイジ」です。 
 クララはいませんが、自分達の人体実験と

共にハイジのブランコについて調べることに

決定しました。 
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5) 
センター試験問題について 

 
小池 和也 

 
 
 今日、センター試験は大きく重要視されて

きている。それは、「センター利用」が設け

られたことが大きいだろう。これは、センタ

ー試験の結果が基準に達していれば大学に合

格することができるという新たな制度であ

る。 
 センター試験は全教科から満遍なく出題さ

れ総合力をみるテストなので早期取り組みが

成功への近道である。がしかし、高校１・２

年生の間はその重要性があまり認識できてい

ない。悲しいことだがこれはやむを得ないこ

とだ。なので今回のプレゼンでは、１・２年

の意思向上とセンターの重要性をメインに行

いたいと思う。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6) 

硝酸と不動態に関する研究 
 

井丸 輝紀・金本 賀嗣・陶山 涼 
 

 
 アルミニウムや鉄などは、緻密な酸化皮膜

（不動態）を形成し、濃硝酸とは反応しない。

このとき、私たちは濃硝酸に関する定義が曖

昧な点と、アルミニウムと鉄での不動態化す

る条件が異なる点に疑問をもった。本研究は、

濃硝酸と希硝酸の境界濃度を調べ、鉄が不動

態化する現象を究明しようと考えた。 
 濃硝酸と希硝酸について、銅を溶解すると

きに発生する気体の体積を計測したが、関連

性はみられなかった。この方法から濃硝酸を

定義することは難しいと判断した。 
 次に、硝酸に鉄釘を入れ，強く振り混ぜて

も反応が停止しない硝酸の濃度を求めた。こ

の方法により，濃度が 7.81 mol/L以上であ
れば，鉄が不動態化することがわかった。し

かし、アルミニウムで実験した場合、硝酸の

濃度を下げてもアルミニウムが溶解すること

は確認できなかった。よって、鉄の結果だけ

で、濃硝酸と希硝酸の境界濃度に結論を出す

ことは難しく、濃硝酸を定義すること自体が

難しい問題だとわかった。 
 鉄は，濃硝酸に入れて放置すると激しく反

応し、濃硝酸に入れて強く振り混ぜると不動

態が形成される。この現象の違いは，強く振

り混ぜることによって混濁した酸素が鉄と反

応するためだと予想した。金属が不動態化す

る電位をフラーデ電位といい、これを実験で

確かめ，標準電極電位のデータを用いて考察

することで、不動態が形成される現象につい

て説明を試みた。 
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7) 
ＣＯ２は温暖化に関係があるか 

 
井上 拓・松永 康志 

 
 
  前年度に続いて、温暖化の原因（主役）と
言われるＣＯ２が本当に温暖化に影響してい

るのか、大気に及ぼす影響を調べた。 実験

方法は前年度とほぼ同じく、２つの水槽を準

備して一方にＣＯ２を入れライトを当てて、

温度上昇の変化を見た。今回の実験での違い

は、水槽にライトを当てたとき、ライトの直

射による水槽内の温度上昇の影響を抑えるた

めに、２つの水槽の前に、もう一つの水槽を

置き、クッションの役割を果たすようにした。

また水槽の背面に銅板を取り付け、この銅板

が暖められることにより、銅板が赤外線を放

射して水槽内の温度が上昇するようにした。

これによって実際の地球大気の温室効果のモ

デルにより近づけた。  
 実験は、２つの水槽が置かれた環境ができ

るだけ同条件になるように石工室（暗室）で

行った。しかしここでも、場所により温度差

があり、この不均一な環境が２つの水槽内部

の温度上昇に微妙な影響を与えている可能性

があり、水槽内外の温度を一定にするための

環境設定にかなりの時間を費やすことになっ

た。同時にどこまでを測定誤差に設定するか

苦慮した。一方の水槽に通常大気のＣＯ２濃

度（400ppm）よりも遙かに高い濃度（1000、
5000、12000、21000、37000ppm etc）
のＣＯ２を入れ、他方は通常のままで行った

が、通常ではありえない高濃度の条件にもか

からず、２つの水槽の温度上昇に、大きな変

化は見られなかった。比較として排気ガスを

入れたが、これは明確な差が確認できた。Ｃ

Ｏ２は温暖化に関係あるとは言えないとの結

論に達した。 

 
 
 
8) 

プラナリアの再生に関する研究 
 

久保 亜梨沙 
 

 
プラナリアは２つに切断されてもそれぞれが

再生して２固体になるほどの著しい再生能力

を持っていることを、生物の授業で聞いた。

プラナリアはどれくらいの水温で一番早く再

生し大きくなるのかを知りたいと思い課題研

究のテーマとした。 
 方法としては、１週間程絶食させたプラナ

リアを２つに切断し、一定の水温の環境下で

飼育し体長の変化を測定した。 
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9) 
Onomatopoeia and Exclamation in English and Japanese 
~From Roald Dahl's "Charlie and the Chocolate Factory"~ 

 
北條 友里華 

 
 「ドンドン」や「ビューン」などのオノマ

トペ（擬態語・擬音語・擬声語）は物語の様

子を伝えるには必要不可欠であるが、もしこ

れが英語であればどのような表現になるのか

気になり、調べてみようと考えた。今回幅広

い世代に人気があり、かつ日本語訳もされて

映画にもなっている「チャーリーとチョコレ

ート工場」を題材に、日本語と英語を比較し、

オノマトペについて研究した。 
 まず、日本語版と英語版の本でそれぞれの

オノマトペがどのように表現されているか抜

き出し比較した。 
 また映画版ではそれらのオノマトペがセリ

フとして表現されているか、または、音声の

みで表現されているか調べてみると、ほとん

どが音声のみで表現されていることが分かっ

た。 
 さらに、本の中の日本語と英語では使われ

ている"品詞"が違うことが分かった。例えば、
日本語ではほとんどが"副詞"として表されて
いるが、英語では"動詞""名詞""形容詞"など表
現の仕方によって使い分けられていた。 
 今回この課題研究への取り組みにおいて、

研究内容がなかなか決まらず苦労したが、言

語による表現の違いを新たに知る事ができ、

満足のいく研究が出来た。 
今後、大学に進学後はこれらの経験を生かし、

多くの作品にふれ、もっと深くまで研究に取

り組んでみたい。 
 
 
 

 
 
 
10) 

コマの歳差について～回転の安定性～ 
 

高野 正樹・中村 智哉 
 

 
 日ごろ何気なく見ている現象の中にも物理

は潜んでいます。中でも私たちは回転してい

る物体が、安定した運動を続けることに興味

を持ちました。日常で回転しているもといえ

ば何があるのでしょうか。例えば、コマは回

ってないと立ちませんが、回っているコマは

倒れません。幼い頃から見ている光景なので、

何気ない「常識」として捕らえている人がほ

とんどですが、これにはもちろん物理的な理

由があります。だって傾いているのに倒れな

いなんて普通の感 
覚ではとても不思議なものです。 
 物理というと数学以上に堅苦しくて難しい

イメージがあるかもしれませんが、物体の運

動をベクトルで表すことで、数式だけに頼る

のではなく、皆さんにも図や模型などで視覚

的、感覚的に理解してもらえる発表になるよ

うにがんばりました。 
 回転とは何か？何故コマは倒れないのか？

身近に潜む物理の不思議を、あなたも楽しん

でみてください。 
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11) 
電気泳動による魚類の分類 

 
出村 大祐・小佐 昌子 
藤井 美由樹・村井 航 

 
 私たちは，自然科学探究でポリアクリルア

ミドゲル電気泳動 (SDS-PAGE)法を学習し
た。SDS-PAGE は、ほぼ分子量の大きさに
反比例したバンドの移動度で、有機化合物を

分離・精製する方法である。本研究は，魚類

のタンパク質を SDS-PAGE にかけ，そのバ
ンドパターンから，魚類を分類できるかどう

かを検証しようとするものである。 
 研究の対象とする魚類は，一般に手に入り

やすい鮮魚とし，21サンプルについて分析し
た。各サンプルのバンドパターンは，濃いバ

ンドの 2 mm単位の移動距離を記録し、他の
サンプルと比較して、バンドパターンの一致

率を求めた。そして，一致率が 70%以上での
相関図を描き，相関の高い魚類の形態につい

て考察した。 

 作成した相関図をみると、紡錘形や側扁形

などの体形、三日月形や丸形など正尾の形態、

ひれの位置と構造など、魚類の形態をよくま

とめているといえた。 
 本研究により、魚類タンパクの SDS-PAGE
を魚類の分類に利用できるといえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12) 

For Better Communication 
 

浅田 正・清川 良樹・高橋 剛士 
 

 私たちは、二年生のときの修学旅行でハワ

イへ行き、その時メリーノール高校の生徒た

ちと交流する機会があった。そのなかで、生

活習慣や食事などの多くの文化の違いに驚

き、そして自分たちが話した英語が相手に伝

わらないこともあった。これらのことから、

私たちはもっと日本と外国の文化の違いにつ

いて知りたいと思い、さらに外国の人とスム

ーズにコミュニケーションをとるには、どう

いう英語力が必要なのかに興味を持ち、調べ

ることにした。 
 まず、英語で書かれている本を読み、次に

実際に英語を使って、 ALT の Robert 
McGregor 先生や平和記念公園でさまざまな
国の人にインタビューし、メリーノール高校

の生徒たちとのメール交換を通して、日本や

日本人に対する印象・日本の習慣で不思議に

思ったこと・英語発音で気をつけるべきこと

について尋ねた。 
 日本の印象で一番驚いたことは、日本は技

術が発展していると言われたことである。例

えば、携帯電話にある赤外線通信という機能

がアメリカにはないことや、日本の電子辞書

には多くの機能が備わっていることである。

また、多くの外国人が日本人のＬとＲの発音

が区別しにくいと答えていた。 
 外国の人へインタビューしたことはとても

よい経験になった。また、この研究を通じて、

外国の文化や考え、習慣などを学ぶことの重

要性について深く考えることができた。外国

の人とスムーズにコミュニケーションをとる

ためには、基本的な英語の発音・リズムなど

を習得することが必要であり、自分の考えを

積極的に伝えようとする姿勢が大切であると

実感した。 
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13) 
アミダクジについて 

 
鷲見 仁照 

 
 
 あみだくじは不思議がたくさんあります。

名前の由来、なぜ行き先がかぶらないのか、

確率などなど。当たり前に思っていることを、

なぜかと聞かれると、難しいことってありま

す。身近な不思議を数学的に解明していこう

として、今回あみだくじについて調べてみま

した。 
 あみだくじの由来についてはある資料から

抜粋。 
 「あみだくじはなぜかぶらない？」につい

ては数学的帰納法の証明と糸での説明を交え

ていく。 
 確率については、４通りの場合わけにより

説明する。 
 最後の必勝法については、発表時に説明。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
14) 

クマムシの研究 
 

沖野 亜美・中谷 侑花・堀井 麻美 
 

 
 クマムシは乾燥すると、体から水分が出て

行って樽型になるが、高張液につけた時、浸

透圧の違いにより水が体内から出て行っても

樽型になるか調べた。 
 まず、クマムシが多く住んでいると言われ

るギンゴケを水に浸し、時間をおいて顕微鏡

で覗き、クマムシだけを採集する。採集した

クマムシを色々な浸透圧のスクロース液に浸

し、樽型になるのか、そして、水に戻したと

きに生き返るのかを調べた。また、樽型にな

ったクマムシを、電子レンジで加熱し、水に

戻したとき生き返るのかを調べた。 
 浸透圧の高い液体につけても、乾燥したと

きと同じように樽型になり、水につけなおす

と、元の状態になり、ほとんど死なずに生き

ていた。 
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15) 
What’s FAIRTRADE? 

 
幾見 志穂・池之上 麻衣 

 
 
 需要や市場価格の変動によって、発展途上

国の生産者が不当に安い価格で買い叩かれて

いるという現状がある。フェアトレードとは、

そんな国際貿易における先進国と途上国の公

平さを図り、立場の弱い生産者・労働者を助

ける取引のことをいう。しかし日本でのフェ

アトレードの認知率は諸外国に比べて極めて

低いので、より多くの人にフェアトレードを

知ってもらおうと考えた。 
 文化祭でフェアトレード商品を取り扱って

訪れた人に購入してもらい、同時にアンケー

トを取ってフェアトレードに対する意見を聞

いた。商品の利益はフェアトレード商品を取

り扱っている NPO に寄付した。また、フェ
アトレードに関する映画や参考文献を読み、

フェアトレードに対する自分たちの知識を高

めた。 
 フェアトレード商品がごく身近に取り扱わ

れていることを知り、またそれ関連のイベン

ト事があることもはじめて知った。自分たち

の生活を少し変えるだけで、発展途上国の人

たちが正当な対価を得ることができることを

知り、フェアトレードの実態を知らないこと

が非常に損なことなのだと学んだ。西日本は

とりわけフェアトレードの認知率が低いの

で、これからはフェアトレードを取り扱うイ

ベント事にも積極的に参加し、周囲の人にも

その重要性を呼びかけていきたいと思う。 
 
 
 
 

 
 
 
16) 

アルミニウム缶からコランダムを合成する 
 

改田 伊織・高橋 基・廣田 旬孝 
 

 
 ルビーやサファイヤの主成分は酸化アルミ

ニウムAl2O3であり、正式にはコランダム

corundumと呼ばれる、α-Al2O3に微量の不

純物が混ざった結晶である。 
 数年前の先輩方はコランダムの合成に失敗

している。そこで，私たちは先輩方とは条件

を変えて，コランダムの合成を試みた。特に，

先輩方の場合は特級試薬のAl2O3（粉末）を

使用したところを，アルミニウム缶から得た

Al2O3を使用することとした。 
 アルミニウム缶は，素材の異なるキャップ

部を除去し、樹脂コーティングは濃硫酸で処

理するなどして、不純物の量を低減する下処

理を行った。これらのアルミニウム缶を水酸

化ナトリウム水溶液に溶解し，希硝酸を加え

てアルミニウムイオンAl3＋にした水溶液を用
意した。さらに、吸引ろ過後、アンモニア水

を加えて沈殿した水酸化アルミニウム

Al(OH)3を焼成する方法で粗製Al2O3を得た。 
 Al2O3の融点は 2054℃と非常に高いため、
溶解するには氷晶石を溶媒として用いる。粗

製Al2O3は，1000℃以上に加熱すると結晶構
造が変化してα-Al2O3となり、穏やかに冷却

していくと、α-Al2O3の単結晶が成長する。

このような方法をフラックス法という。私た

ちは，フラックス法によって，コランダムの

合成を行った。得られた結晶は、走査型電子

顕微鏡SEMでの撮影およびSEM-EDXによ
る成分分析，さらにX線結晶回折分析を行っ
て、コランダムの合成に成功したかどうかを

確認した。 
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17) 
ピンホールカメラの研究 

 
奥島 悠大・田中 基生 

 
 
 いつも何気なくカメラを使っているが、そ

のカメラには、多くの種類がある。 
最近では、どんどん技術が発展していて性能

のよいカメラが開発され、ピンホールカメラ

は、普段の生活では、あまり見ることはなく

なってしまった。僕たちは、その最近使われ

なくなってしまったピンホールカメラに興味

を持った。 
 僕らはレンズのカメラとピンホールカメラ

を製作して、写真を撮り、それを現像して、

どのような違いがあるかを見比べました。 
 ピンホールはレンズと違い、光を集めるの

に、かなり効率が悪いので、どうしてもカメ

ラの露出時間が、かなり長くなってしまう。

だから、動いているものを撮ると消えてしま

い、止まっているものしか写らない不思議な

写真ができてしまう。 
 また、ピンホールカメラには、焦点距離と

いうものがないので、うつしたものを距離に

関係なくはっきり写すことができる。だから、

レンズのカメラとは、違った風景を撮ること

ができる。 
 僕たちは、このような違いを見つけながら

ピンホールの製作や実験を行う中で、原理や

性質についての知識を深めることができた。 
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