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公益社団法人化学工学会

が主催する第２５回化学工
学会学生発表会に、探究科
２年次の化学２班の生徒４
人が参加しました。オンラ
インで開催された、３月４
日（土）の発表会では、全国
の大学生や高校生等が、粒
子流体プロセスや分離プロ
セス、バイオ、環境等のセッションに分かれて、日頃の研究の成果を発表しました。 
化学２班が参加した環境セッションには、エアロゾルのオゾン分解や、廃棄物を用いた

排水の浄化などをテーマとした３９件の発表がありま
した。「カイロを変えろ！！～資源循環につながるカイ
ロを作る～」をテーマとして発表した化学２班は、先日
の第４回探究学習生徒研究発表会で披露した、チョー
クの粉を使った化学カイロの作製について報告し、審
査の結果、奨励賞をいただくことができました。 
本発表会で報告された３７３件の発表のうち、およ

そ３分の１が高校生によるものでした。様々な学会が
こうした発表会を開催していますので、生徒のみなさ
んも機会を捉えては挑戦しましょう。 

 

 
一般社団法人未来教

育推進機構が主催する
ＳＤＧｓ探究ＡＷＡＲ
ＤＳ２０２２の結果
が、２月２４日（金）
に発表されました。本
校からは、表１～３に
示した通り、普通科や
探究科の１年次生と探
究科の２年次生が３６
作品を出品しました。
このたびのコンテスト
には、全国から１,６７
１作品のエントリーが
あり、残念ながら、本

校 か ら
出 品 し
た 作 品
の入賞は叶いませんでした。ＳＤＧｓ探究ＡＷＡＲＤＳ２０２２のウェブ
ページ（https://sdgs-awards.umedai.jp/）には、入賞した１９作品が紹介
されています。同世代の高校生が、どのような作品をつくって応募したのか、
参考にして、よりよい作品をめざしましょう。 

表１ 出品した普通科１年次の研究班と研究テーマ  表３ 出品した探究科１年次の研究班と研究テーマ 

研究班 研究テーマ  研究班 研究テーマ 

１組Ａ班 下関市に災害が少ない理由  ５組Ａ１班 弥生人の骨と多文化共生 
１組Ｂ班 推しのちから♡  ５組Ａ２班 ふぐの大移動！ 
１組Ｄ班 打上花火 ～夏から見るか冬から見るか～  ５組Ｂ１班 明日を変える挑戦 有限の鉱業から無限の工業へ 
１組Ｅ班 音楽が人間に与える影響とは？  ５組Ｂ２班 秋芳洞が変色！？ 
２組Ａ班 ＂充電王＂に俺はなる！  ５組Ｃ１班 社会を助けるＨｅｒｏの卵！？界面活性剤 
２組Ｃ班 あなたの「もったいない」が地球の未来を左右する！？  ５組Ｃ２班 今変えないでいつ変えるの？恐竜から学ぶ地球保全プロジェクト 
２組Ｇ班 ひみつ道具は実現可能なの？！教えてよ！ドラえも～ん！！！  ５組Ｄ１班 土器と人々の生活  
３組Ｂ班 人に好かれる方法  ５組Ｄ２班 構造Ｘについて探究せよ！ 
３組Ｃ班 一番楽な座り方 ～悩める生徒（こひつじ）たちに救いを～  ５組Ｅ１班 公立大学と地域のつながり 

３組Ｄ班 血液型と性格って関係あるの？  ６組Ａ３班 貝からひもとく時代と環境の変化 
４組Ａ班 トイレが創る日本の未来  ６組Ａ４班 フグを喰らう 
４組Ｃ班 物理博士への階段  ６組Ｂ３班 秋芳洞補完計画 
４組Ｅ班 恋愛のレ❤キ❤シ  ６組Ｂ４班 残り物で未来を変えよう 

表２ 出品した探究科２年次の研究班と研究テーマ  ６組Ｃ３班 ベジタリアンウシ も～っと知りたい筋肉ムキムキのヒミツ 

研究班 研究テーマ  
６組Ｃ４班 

シロクマさん！！サムクナイノ？！ ～バイオミメ
ティクスで暮らしをＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅに！！～ 公民班 下関市風力発電導入大作戦  

物理２班 磁歪式振動発電を用いた雨滴発電  ６組Ｄ３班 昆虫と環境問題 
化学２班 カイロを変えろ！！ ～資源循環につながるカイロを作る～  ６組Ｄ４班 盲 
生物２班 ワラジムシのフンは植物の成長をどのように促進するのか  ６組Ｅ２班 目指せＨａｐｐｙ！！ 

家庭班 いでよ神龍！世界の飢餓をなくしたまえ！    
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３月２日（木）に、第４回山口県立下関西高等学校探究

活動生徒研究発表会を開催しました。本発表会は、本校の
１・２年次生が取り組んできた課題研究の成果を発表する
もので、普通科や探究科の研究班に加え、科学部の研究班
も参加し、５８班が発表に挑戦しました。 
体育館のステージで実施した口頭発表では、探究科２年

次の公民班、物理１班、化学２班が研究成果を披露しまし
た。「ボウリングで１００％スペアをとる方法」について
研究した物理１班は、１投目の後に残った２本のピンを２
投目ですべて倒すため、ボールをピンにあてる角度やボー
ルの速さを変えながら繰り返して実験し、考察した結果を
発表しました。公民班と化学２班は、２月４日（日）に参
加した第８回全国ユース環境活動発表大会全国大会での
経験を生かしながら、発表することができました。 
口頭発表の後に実施したポスターセッションでは、普通

科の生徒も発表に加わりました。普通科の生徒の発表は、
総合的な探究の時間（本校では、「ＮＣＡ」と呼んでいま
す。）に取り組んだ課題研究の成果をまとめたものです。
ＮＣＡで取り組んだ課題研究では、各クラスにおいて７つ
の研究班を編成して研究を進め、それぞれのクラスで行っ
た発表会でこのたびのポスターセッションに参加するク
ラス代表を決定しました。また、探究科の１年次生は、夏
休みディスカバリープロジェクトで取り組んだ探究活動
の成果を、２年次生は、４月から発展探究の授業で取り組
んできた課題研究の成果をすべての研究班が発表しまし
た。ポスターセッションでは、生徒による相互評価等によ
り、表１、２に示した研究班の入賞が決定しました。 

 
 
 
 
 
 
 

表１ ポスターセッションで入賞した普通科の研究班と研究テーマ 
賞 年次 研究班 研究テーマ 年次 研究班 研究テーマ 

最優秀賞 

１ 

４組Ａ班 トイレが創る日本の未来 

２ 

４組Ｂ班 目指せ美男美女 

優秀賞 

１組Ｂ班 推しのちから❤ １組Ｄ班 上手なウソをつこう 

２組Ｃ班 あなたの『もったいない』が地球の未来を左右する！？ ２組Ａ班 日本が常任理事国になるには？ 

３組Ｃ班 一番楽な座り方 ～悩める生徒（こひつじ）たちに救いを～ ３組Ｇ班 「推し」の力 

奨励賞 

１組Ｄ班 打上花火 ～夏から見るか冬から見るか～ １組Ａ班 忙しい皆へ！！短期ダイエット 

１組Ｅ班 音楽が人間に与える影響とは？ １組Ｃ班 あなたは〇〇人間になりたい？ ～ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ 悪魔の実 人気調査！！～ 

２組Ａ班 〝充電王″に俺はなる！ ２組Ｃ班 今日も物価高ダネ！？ 

２組Ｇ班 ひみつ道具は実現可能なの？！教えてよ！ドラえも～ん！！！ ２組Ｄ班 今なら間にあう！！ 

３組Ｂ班 人に好かれる方法 ２組Ｇ班 ４２兆円の謎(ﾅｿﾞ) 

３組Ｄ班 血液型と性格って関係あるの？ ３組Ｄ班 スプラトゥーンと浸透 

４組Ｃ班 物理博士への階段 ３組Ｅ班 未来の人類 地球 

４組Ｅ班 恋愛のレ♡キ♡シ ４組Ｄ班 知らないは恐ろしい！？社会に出る前に異性を学ぼう！！ 
    ４組Ｇ班 本(ホン)の力(パワー) 

表２ ポスターセッションで入賞した探究科の研究班と研究テーマ 
賞 年次 研究班 研究テーマ 年次 研究班 研究テーマ 

最優秀賞 

１ 

６組Ａ３班 貝からひも解く！時代と環境の変化 

２ 

公民班 下関市風力発電導入大作戦 

優秀賞 
５組Ａ１班 弥生人の骨と多文化共生 物理１班 ボウリングで１００％スペアをとる方法 
５組Ｃ１班 社会を助けるＨｅｒｏの卵！？界面活性剤(かいめんかっせいざい) 化学２班 カイロを変えろ!! ～資源循環につながるカイロを作る～ 

５組Ｃ２班 今変えないでいつ変えるの？恐竜から学ぶ地球保全プロジェクト 生物１班 コオロギの捕食者に対する反応 

奨励賞 

５組Ｂ１班 明日を変える挑戦 有限の鉱物から無限の工業へ 地理歴史班 どうなるウクライナ侵攻 ～高校生がウクライナ侵攻の結末を予想してみた～ 
５組Ｂ２班 秋芳洞が変色！？苔が大量発生！？ 英語班 英語版日本マンガにおける擬態語の特性 

５組Ｅ１班 公立大学と地域のつながり 家庭班 いでよ神龍！仙豆で世界の飢餓をなくしたまえ！ 
６組Ｂ４班 残り物で未来を変えよう    
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