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頭の動きの最大値 

 実験①と実験③④から直立、正座という同じ条件下では音あ

りのほうが揺れ方が大きかった。→接地面積が大きいと聴覚の

ほうが優先的にはたらくのではないか？ 

 実験①と実験⑤⑥から左足、右足という同じ条件下では音あ

りのほう比較的揺れ方が小さかった。→接地面積が小さいと姿

勢保持が優先的にはたらくのではないか？ 

 実験①と実験②から回転があると大きく揺れる。 

今回の実験から聴覚が平衡感覚による姿勢保持にな

んらかの影響を与えることが判明した。しかし静かであれば安

定するということはなかった。 

次回は、視覚にも注目して平衡感覚との関係を調べてみたい。 
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正座

両足で立つ

右足で立つ

左足で立つ

実験①：音なし 回転なし 

日常生活の中で、誰しも、目をつぶって歩いてみたこ

とがあると思います。そのとき、自分は、どんな動きを

しているのか知りたくなりました。また、周りの環境に

より、自分の動きがどう変化するのか調べようと思いま

した。 

はじめに 

・人間の平衡感覚を保つ半規管と音を聞き取る前庭が近い場所に

位置しているため、平衡感覚と聴覚に関係がある。 

・静かなとき、接地面積が大きいとき、回転がないとき、平衡が

安定する。 

目的と仮説 

仮説 
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１回目 ２回目頭の動きの最大値

被験者を固定し、実験１～６の条件において、目隠しして、頭の上にサインペンを固定し、頭の動きの軌跡を測る。 

測定条件 A 曲(好きな曲) Ｂ曲(知らない曲) C 曲(英語リスニング) Ｄ曲(落ち着く曲)  

     回転条件 ２０秒間 回転後両足で立つ  （被験者 野村大輔 測定者 吉田 惇）測定時間：１分 
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実験③：正座 音あり 回転なし 
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考察 

まとめ 

0 2 4 6 8

回転いすで右回転

回転いすで左回転

棚の周りで右回転

棚の周りで左回転

頭の動きの最大値

実験結果 

実験⑥：左足 音あり 回転なし 

方法 

実験⑤：右足 音あり 回転なし 

実験②：音なし 回転あり 

頭の動きの最大値 
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B曲
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D曲

1回目 ２回目

実験④：直立 音あり 回転なし 

頭の動きの最大値 
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３２班（３－８） 



 

  実験② ～グラスの形～   
 実験方法 

  形の異なるグラスに実験①と同様の実験を行い、同じ

水の量に対してグラスの形を変えることで、音の高さ

にどのような違いが出るかについて調べた。 

 結果 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

水の量(m l) グラスＡ グラスＢ グラスＣ

30 ファ レ レ

40 ミ レ レ

50 ミ レ レ

60 ミ レ レ

70 ミ レ レ

80 ♭ミ レ レ

90 ♭ミ ♯ド ♯ド

100 レ ♯ド ♯ド

110 ♯ド ♯ド ド

120 ♯ド ♯ド ド

130 シ ド シ

140 シ ド ♭シ

  実験① ～水の量～  
 

 実験方法 
グラスに入れる水の量を変化させ、その時の音の高さ

の変化について調べた。 

 結果 

 

 

 考察 

水の量 少       多   

音   高       低   

の関係にある！ しかし…法則性はなし 

水の量(m l) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

音階 ファ 　ミ 　ミ 　ミ 　ミ ♭ミ ♭ミ 　レ ♯ド ♯ド 　シ 　シ

  実験③ ～not 水～   
 実験方法 

  グラスに入れる物質に水以外のものを使用し、音が鳴

るのかどうか、音の高さに違いはあるのかについて調

べた。 

 結果 
 
 
 
 
 

 
 考察 

入れているものによらず鳴る 

指の摩擦がないと鳴らない 

音を鳴らしているものはグラス 

 

指とグラスとの摩擦により音発生！！ 

入れたもの 鳴るかどうか

卵液 鳴った

炭酸ジュース 鳴った（汚い音）

新聞 鳴った

卵を指につけてこする鳴らない

  はじめに  
きれいな音が出せることで有名なグラスハープだが、その音の鳴る仕組みや音の高さの根拠が何かがわからなかった。

そこで今回の課題研究を通して、なぜグラスハープが音を発することができるのか、その音の高さに規則性はあるのかに

ついて、グラスの形、水の量、中に入れるものを変化させるとこで明らかにしようと思った。 

  まとめ  
 音の高さ    

水の量やグラスの形に依存 

 しかし・・・法則性はなさそう 

 音の鳴る原因 

グラス自身によるものと判明！ 

 今後の方針 

 グラスの形や素材についてきちんと条件を調整し、音の

高さの法則性について追究したい。 

 考察 

足がなく、厚い  

 

鳴らない 

 

足があり、薄い 

 

 形によって音の

変化に違いあり 

 

形や素材と音の高

さに関係あり 
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３４班 ３年８組 

＜はじめに＞ 

今年の４月熊本地震が起こった。地震に伴っ

て大規模な土砂崩れが発生し家が土砂で埋も

れてしまった。毎年土砂崩れの発生件数は 

５００件以上で増加傾向にあり、人々にとっ

て脅威となっている。 

 僕たちは土が頑丈であるなら土砂崩れを防

ぎ、人々を救うことができるだろう、そう考

え、頑丈な土を追求していくことにした。 

＜考察＞ 

〇もっとも頑丈な泥団子は石灰を混ぜたものである。 

６００ｍｍから落としても耐える。 

〇塩を混ぜる割合が大きい 

方がよい。 

 

 

 

 

 

しかし！！ 

実際に石灰を土に混ぜた時、水に溶けると pH が変化

し、生態系に害を及ぼす。よって実用的とはいえない。

また、雨が降った場合にも頑丈さは保てるのかはわか

らない。 

土が濡れた状態や、環境への影響も配慮してより優れ

た土を考えたい。 

 

石灰を土に混ぜると固まるのでは？？ 

何も混ぜないと

きの６０倍！！ 

＜研究の目的＞ 

A:土に何を混ぜたら頑丈になるかを調べる。 

B:どの割合で混ぜたとき最も頑丈か調べる。 

＜実験 B＞ 

・実験方法 

A の実験で成績の良かった材料を使い、A とは別の割合

（２対１、１０対１）で砂と混ぜ、泥団子を作る。 

・結果 

塩について追加の実験を含めてグラフにした。 

 150 180 200 250 

塩(１０対１) 〇 ×   

塩（５対１） 〇 △ ×  

塩（２対１） 〇 〇 〇 × 

 

＜実験 A＞ 

・実験方法 

※石灰、塩、重曹、片栗粉、シリカゲル 

１：砂と※材料を質量５対１の割合で混ぜる。 

２：半径５センチの泥団子を複数作る。 

３：泥団子が固まったら、高さを測って落とす。 

・結果 

下のグラフに横に高さ（ｍｍ）縦に混ぜた材料としてまとめた。 

〇→割れない △→割れたけど半分は残った ×→粉々 

 10 30 50 100 150 180 200  600 700 

なし 〇 × ×        

重曹   〇 △ ×      

塩    〇 〇 △ ×    

石灰       〇  〇 △ 

 

片栗粉を混ぜた時、放置するだけで固まらずに泥団子が崩れた。 

シリカゲルを混ぜる時、水と反応して発熱した。⇒固まらなかった。 

 

＜仮説＞ 

コンクリートやセメントなどの素材である石

灰を混ぜると、よく固まる。材料の比につい

ては、割合が高い方が頑丈になる。 

高さ４００mm

から落とす 

ところ！！ 



 

 HClaq(pH2.0)の培地では生存。 

→耐酸性が認められ、胃でも生存可能。 

 NaOHaq(pH8.0)の培地では生存✖。 

→耐塩基性は認められず、腸では生存できない。 

 無条件の培地で LG21菌が発生しなかった。 

→R1乳酸菌は培養に成功したが、LG21乳酸菌は 

培養の過程でミスが生じた可能性。 

5 まとめ             

結論 乳酸菌は耐酸性をもつが、耐塩基性をもたないため胃は通

過するが、腸では死滅してしまう。        

   よって「生きて腸まで届く」という表現は正しい。 

展望 今回の実験では、胃液、すい液の pHのみを想定したもの

だったが、消化酵素の条件も加えて実験したい。また、実

験の失敗を防ぐために複数培地を用意して実験したい。 

乳酸菌は腸まで届くのか？ 

1 はじめに              

普段から飲んでいる乳酸菌飲料に「生きて腸まで届く」

という表現が前から気になっていた。高校に入ってから、

乳酸菌が培養できることを知り、今回の理科課題研究の機

会を利用して、乳酸菌飲料の表示について確かめてみたい

と考えた。 

 

↑７日後の結果 

3 実験               
目的 耐酸性があるとされる、市販の R１乳酸菌(明治プロビオ

ヨーグルト R-1 ドリンクタイプ)、LG２１乳酸菌(明治プ

ロビオヨーグルトLG21 ドリンクタイプ)を用いて、酸性、

塩基性の下で培養して、生存するかを調べる。 

仮説 乳酸菌は、胃の条件に近い酸性、腸の条件に近い塩基性の

下では、タンパク質の変性によって死滅してしまう。 

方法  

 動物性と植物性の違い 

(1) 胃酸として(HClaq pH2.0),すい液として

(NaOHaq pH8.0)を作成する 

(2) オートクレーブを用いて乳酸菌を培養するための

シャーレを 180℃で滅菌する。 

(3) 作成した培地に以下の試薬と菌を添付した。 

・R1乳酸菌 HClzaq ・R1 乳酸菌 NaOHaq 

・LG21乳酸菌 HClaq  ・LG21乳酸菌 NaOHaq 

 

2 乳酸菌とは？           

乳酸菌は、代謝により乳酸を産生する細菌類の総称であり、 

乳酸菌には植物性と動物性の２種類があって、動物性乳酸菌はヨ

ーグルトやチーズなどの乳製品に生息している乳酸菌のことを

いう。植物性乳酸菌は味噌や漬物などに使われ、野菜や大豆、米

を発酵させたものに生息しているとされている。 

 

(4)インキュベーターを乳酸菌生育最適温度である 30℃に設定

し、作成した培地で乳酸菌を培養した。 

 

 

 

 

 

写真 インキュベーター    写真 乳酸菌培地 

(5)３日間後、５日間後、７日間後に観察し、それぞれの培地にお

ける乳酸菌生存の有無を調べた。 

3 年８組 35 班  

電子顕微鏡で観察した乳酸菌 

乳酸菌は腸まで届くか？ 

4 結果と考察           
  

菌名 HClaq (pH2.0) NaOHaq (pH8.0) なし 

R1 乳酸菌 

(コロニー数) 
100 ０ 200 

LG21乳酸菌 

(コロニー数) 
150 ０ 0 

 

 



 

e より低コストでの都市鉱山開発を目指して 

 １．昨年度の手法の再現                                                              

Method 
1. 入手した電化製品の基盤を分解し IC チップ等の 

金が使われている部位だけを取り出す。 

2. 取り出した基盤 100gに王水 80mL を加える。 

3. 銅板を用いて還元したのちにろ過する。 

Result 
多くの銅及びその化 

合物が析出してしまい、 

金を単離することはで 

きなかった。 

Summary 

36 班 (３年８組)  

 ３．還元剤としての水の利用                                                               

Method 
1. 実験 2 で析出した金に王水 20mL を加え金属を溶かす。 

2. 溶液をろ過しプラスチックを取り除く。 

3. 溶液に水 50mL を加えて還元させる。 

 
王水の生成及び金の溶解における反応式は以下の通りである。 

Result 

わずかではあるが褐色の 

沈殿が生じた。色合いから 

判断して、水酸化金(Ⅲ)の可能性が高い。 

。 

 ２．王水を使わない金の単離                                                          

Method 
1. 実験 1 と同様に手に入れた基盤 100gを用意する。 

2. 1mol/L の希硝酸を加え、金以外の金属を溶かす。 

3. 水を加える。 

4. 基盤と沈殿泥及び溶液を分離し、それぞれに希硝酸および水を加える。 

5. それぞれをろ過し、沈殿泥に希硝酸を加える。 

 目的                        

昨年度、別の研究班が都市鉱山から金を取り出すという

試みを行った。我々はその研究を引継ぎ、さらに低コスト

での都市鉱山開発を試みることにした。今回の目的は以下

のとおりである。 

1. 昨年度の手法の再現 2. 王水を使わない金の抽出  

3. 還元剤として水を用いた金の抽出 

Introduction 

Experiments 

Result 
黄金色の沈殿が生じた。 

生じた沈殿に濃硝酸 2mL を 

加えても反応しなかった。 

また、多くのプラスチック片が残り、金を単離

することはできなかった。 

 都市鉱山とは                 

都市でゴミとして大量に廃棄された家電製品など

の中にはレアメタルなどの有用な資源が存在する。 

これを鉱山として見立てたものが都市鉱山である。 

現状、溶解及び還元に要する薬品のコストの高さや

工程の多さなどによって利益が出ないことが課題と

なっている。 

 

 結論                                             
実験 1 より、事前に銅の含有量を減らさずに金を単離することは不可能。 

実験 2 より、王水を使用せずに金を単離することは困難である。 

実験 3 より、水を用いての金の単離は不可能。 

テトラクロリド金(Ⅲ)酸の加水分解の反応は以下のものと結論付ける。 

𝐻[Au𝐶𝑙4] + n𝐻2𝑂 → 𝐻[Au𝐶𝑙4−𝑛𝑂𝐻𝑛] + 𝑛 2⁄ 𝐻2 

Reference 
スクエア新図説化学(第 3版)  Basic chemistry of tetrachloroaurate ion and its hydrolytic species and its application to material chemistry, Daisuke Kawamoto, 2015 

 今後の展望                     
実験 1 において水を用いて金の化合物のみを

単離することができるか調べる。 

また、実験 3における沈殿物 

の化学式を確定させたい。 

3mm 

4mm 

 金の王水への溶解  

𝐴𝑢 + 𝐻𝑁𝑂3 + 4𝐻𝐶𝑙 → 𝐻[𝐴𝑢𝐶𝑙4] + 2𝐻2𝑂 + 𝑁𝑂 

 塩化ニトロシルの生成 

𝐻𝑁𝑂3 + 3𝐻𝐶𝑙 → 𝑁𝑂𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑙2 

Hypothesis 

以下に示す酸化還元反応を起こして、 

金が析出する。 
 

2𝐻[𝐴𝑢𝐶𝑙4] + 3𝐶𝑙2 + 6𝐻2𝑂 
→ 2𝐴𝑢 + 3𝐻𝐶𝑙𝑂2 + 11𝐻𝐶𝑙 



○用意するもの 

・薬：ベンザブロック(風邪薬)、NaHCO3(胃薬)  

･各種飲料(なっちゃん☺、イチゴミルク、 

水道水、CCレモン、麦茶、緑茶) 

・塩酸(pH約 2) 

○実験方法 

①ジュース 5 種類と、水道水をそれぞれ 30mL(一口分)ず

つとり、ビーカーに入れたものを 2個ずつ用意する。 

②各飲み物ビーカーの一方にはベンザブロック、もう一方

には NaHCO₃を加える。 

③HCｌを５ｍLずつ滴下する。 

Medicine in the 

Body 

 

 

○研究動機 

ある日私たちの担任 ND先生が風邪をひいてしまいました！でも ND先生は薬がきらいなのです。 

ND先生がおいしく薬が飲めるよう、水ではなくジュースで飲んでもいいか調べよう！ 

 ○仮説 

薬をジュースで飲むと、水で飲んだ時と

比べてｐHが変わってしまうかもしれない。 

胃(pH1～1.5)に薬が届くまでに、水とジ

ュースで pH 変化が大きく異ならないもの

であれば、薬と一緒に飲んでも大丈夫だ

と考えた。 

○実験結果 

 

○考察 

○ベンザブロック添加 

なっちゃん、麦茶、緑茶は水道水と同じようなpH変化を

示した。 

→胃までの pH変化で飲み物の影響がほとんどない。 

 

○NaHCO3添加 

麦茶、緑茶のみ水道水と同じように pH変化がな

だらかになった。 

→弱酸塩による緩衝効果がなっちゃん、ＣＣレモン、

イチゴミルクでは弱まってしまう。 

・風邪薬は、なっちゃん、麦茶、緑茶で飲んでよい。 

・胃薬は、麦茶と緑茶なら飲んでよい。 

37班 ３年８組  



 

 

 

 

参考文献 

環境省ホームページ：http://www.env.go.jp/ 

株式会社テックジャム http://www.tech-jam.com/sp/items/KN3164850.phtml/ 

水の浄化～泥水を透明な水へと～ 
38 班（3 年 8 組） 

仮説 

 浄化において、タオルなどの布製品を使用すると、効果が大きい。 

 上から下に行くにつれて、だんだん目が細かくなる装置のほうが効果が大きい。 

研究の問題点および今後の課題 

同一の新品の綿タオルだけを使用して再び実験をす
る。また、より多くの実験を行い、データの関係性
を詳しく調べる。 

方法 

1. ペットボトルの底をカッターナイフで切り取り、 

逆さにして下記 1~9 を詰める。 

2. 水 1L をメスシリンダーで測り、電子ばかりで泥を 50ｇ測り取り、 

作成した泥をビーカーにいれ、浄化する。 

3. 濁度測定器を用いて、水の透明度を測定する。 

4. アクアチョックエコを用いて測定する。 

結果 

１石だけ  

２綿タオルだけ  

３綿タオルだけ  

４石と綿タオル  

５綿タオルと砂と砂利  

６石と砂と砂利  

７キムタオル  

８タオルと石とタオルと砂利とタオル  

９浄化していない泥水  

 

表番号は右記１～９と対応 

考察 

タオルを使用して pH が低くなった。 

pH の値に比例して総アルカリ度も変化。 

総硬度、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素は、浄化層 

の砂利、石の元々の汚れも関係している。 

目の細かい砂は上層に設置すべき。 

下の層にはタオルを多く設置すべき。 

研究の背景と目的 

 災害が発生し、飲料水が不足する事態に陥ったときに、泥水を飲料水として使用できるかを確かめるため、水

を浄化する実験を行おうと思った。どこにでもある、身近な道具や物質(PET、石、タオルなど)を使って簡単に

作れる装置を作成する。 

図 1 浄化中の様子 図 2 浄化後の液体 

泥〔g〕
濁度測定器

〔cm〕

硝酸性窒素

〔mg/l〕

総硬度

〔mg/l〕

総アルカリ

度〔mg/l〕
gH

1 50.06 1.8 1 85 80 7.8

2 49.96 2.3 0 50 40 7.2

3 50.08 6.5 0 50 40 6.8

4 49.96 2.6 1 50 40 6.4

5 49.98 11.5 5 85 40 7.2

6 50.00 2.4 2 85 30 6.8

7 50.08 2.8 0 25 120 7.5

8 49.96 7.2 1 50 20 6.8

9 50.03 1.1 0 50 80 7.5

http://www.env.go.jp/


の日焼け 

窓際にバナナを置いていて、１時間後に食べようと思

い取りに行ったところ、茶色に変色していた。 

腐るはずはないのになぜ変色したのかがとても気になっ

た。 

豆知識！ 

バナナの皮に現れる茶色の斑点は“シュガースポット”と

言い、糖度が増して甘くなっている目印なのです！ 

 

＜目的＞ 

バナナの皮は可視光線によって変色するのかを調べる 

＜仮説＞ 

赤色の光によって変色する 

＜実験方法＞ 

バナナに赤、青、緑のセロハンと、紫外線カット 

フィルムを巻き、直射日光に当てて８時間置く 

 

＜結果＞ 

何も巻いていない部分…黒く変色 

赤、青、緑セロファン…ほぼ変化なし 

紫外線カットフィルム…変化なし 

 

＜考察＞ 

バナナの日焼けは可視光線の影響もあるが、 

紫外線による可能性が大きいと考えられる。 

＜目的＞ 

実験①よりバナナの変色は紫外線による可能性が大き

いと考えられるためそれを確かめる。 

＜仮説＞ 

紫外線によって変色する 

＜実験方法＞ 

バナナの一部に紫外線カットフィルム、日焼け止めを塗

ったラップを巻き付け、殺菌灯(紫外線)に当てる。

 

＜結果＞               

何も巻いてない…黒く変化 

紫外線カットフィルム…変化なし 

日焼け止め…変化なし 

 

＜考察＞ 

バナナの変色は、紫外線によるものだとわかった。 

＜目的＞ 

バナナの変色は紫外線によるものだと分かり、他のフ

ルーツにも反応するのか確かめる。 

＜仮説＞ 

他のフルーツも紫外線によって変色する 

＜実験方法＞ 

リンゴ、レモン、キウイに紫外線カットフィルムを巻き付

け、半日殺菌灯に当てる。 

＜結果＞ 

 
リンゴ…黒く変色 

レモン…黒く変色 

キウイ…わずかに黒く変色 

＜考察＞ 

果物の皮には紫外線によって変色する共通の物質が

含まれている可能性がある。 

 

今回の実験によって、バナナの皮の変色は紫外線によ

るものだとわかった。次の実験では、果物の皮に含まれて

いる紫外線によって変色する共通の物質の有無や、ヒト

の日焼けとの違いを調べてみたい。 

 

39班(3-8) 


