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平成３０年７月１０日 

 

平成３０年度 第３学年理型 ＳＳ課題研究Ⅱ 

～ 研究のまとめ・発表にむけて ～ 

 

課題研究の発表はポスターセッション形式またはパワーポイントで作成したスライドを使った口頭

発表で行います。２年生の時と違い、ポスターはワードまたはパワーポイントのスライドで作成をしま

す。さらに、発表の内容を９月２５日（火）のＳＳＨ事業成果発表会に向けて準備を進めていくことに

なります。 

 

１ 今後の予定 

       ５組６組        ７組８組９組       概 要 

活動⑮ ７月１１日（水）５、６限  ７月１３日（金）５、６限  まとめ・ポスター制作 

活動⑳ ７月１８日（水）５、６限  ７月１９日（木）５、６限  ポスター要旨制作・テーマ提出 

活動⑳ ９月 ５日（水）  ６限  ９月 ７日（金）  ６限  要旨制作・ポスター提出 

活動㉑ ９月１２日（水）  ６限  ９月１４日（金）  ６限  ポスター修正・要旨制作 

活動㉒ ９月１９日（水）  ６限  ９月１９日（水）  ５限  各班発表練習・要旨提出 

活動㉓㉔    ９ 月 ２１ 日 （金） ５限６限  合同発表会（鴻志館） 

  活動㉕～㉘   ９ 月 ２５ 日 （火）  午 後  ＳＳＨ成果発表会（市文） 

 

 

２ 作成・提出するもの（提出先はサーバ内提出用フォルダへ） 

Ⅰ 研究テーマ（７/１８・１９〆切）・・研究テーマと研究者のまとめ。これは来賓や保護者に配布され  

                  る資料を作成するために使用されます。計画からテーマを変更 

                  した班もここで確定しましょう。 

                  原則、研究テーマ提出後にテーマ名の変更は行わないこと。 

Ⅱ ポスター（９/５・７〆切）  ・・発表会当日に掲示し、これをもとに発表する。 

 Ⅲ 研究要旨（９/１９〆切）    ・・ポスターとは別に、研究内容をＡ４用紙２枚以内でまとめる。 

                                      これは全班の研究をまとめた研究要旨集を製本するために使 

                                      用される。 

 

３ 場所  コンピュータ（PC）教室および実験室 

 

クラス 主な制作場所 その他制作練習場所 担当教員 

５６組 ＰＣ室（必要最低限の人数） 化学室、物理室 
５、６組正・副担任 

及び理科教員 

７～９組 ＰＣ室（各班２名以内＋連絡係） 
化学室、物理室 

生物室 

７、８、９組正・副担任 

及び理科教員 

その他化学準備室（岡本） 
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４ コンピュータ室の割振り 

（１）５組６組グループ 

ア 各班に２台を優先的に割り当て、パソコン s41～s43 については予備とする。なお、パソコンを

使用しない班があれば、譲り合って使用してよい。予備についても同様とする。また、化学室のパ

ソコンを使用しても良い。 

イ ＰＣ室では必要最低限の人数で作業する。椅子は４３脚のみ。 

コンピュータ室割振り 

    教０１ 教０２    入口 

        Ｕ Ｓ Ｂ   

1 6 11 16  21 26 31 36 41 

2 7 12 17  22 27 32 37 42 

3 8 13 18  23 28 33 38 (43) 

4 9 14 19  24 29 34 39  

5 10 15 20  25 30 35 40  

 

（２）７組８組９組グループ 

ア 各班に１台を優先的に割り当て、パソコン s11～s15、s26～s30、s41～s43 については予備とす

る。予備については、近隣の班で譲り合って使用してよい。なお、パソコンを使用しない班があれ

ば、譲り合って使用してよい。また、化学準備室にあるパソコンを使って、ポスター制作と要旨の

制作を分担して行って下さい。 

イ ＰＣ室では各班２名以内の人数で作業する。なお、実験室との連絡係が出入りしてよい。 

椅子は４３脚のみ。 

コンピュータ室割振り 

    教０１ 教０２    入口 

        Ｕ Ｓ Ｂ   

1 6 11 16  21 26 31 36 41 

2 7 12 17  22 27 32 37 42 

3 8 13 18  23 28 33 38 (43) 

4 9 14 19  24 29 34 39  

5 10 15 20  25 30 35 40  

 

５ 作成要領 

（１）コンピュータ室内では、ＵＳＢメモリ(初期データ及びバックアップ用）＋サーバ内班別作業フォル

ダ（作業用）で作業する。実験室では実験室のパソコンを使い、要旨の作成（実験室にあるパソコン

は古いパソコンが多いので文章の作成に利用する方がよい。）、または発表原稿の作成などを行う。７

～９組については作業が効率よく行えるように、作業の割り振りの打ち合わせをしておくこと。 

（２）コンピュータ室の利用については、コンピュータ室利用規定に従う 

   現在、コンピュータ室の生徒用パソコンは常にサインインしている状態になっているので、 

   使用後にサインアウトをしないこと！ 

（３）ＵＳＢメモリの使用について 

ア ＵＳＢメモリを各班１つ準備し、ＰＣ室入口に置く（班の番号入り） 

イ ＵＳＢメモリは保存用とバックアップ用として適切に使用し、必ず授業の度に返却する 

  → データは USB メモリと以下に詳述する作業フォルダに同じものを保存して終了すること。 

    非常に重要！ 

１ 班 

２ 班 

３ 班 

４ 班 

５ 班 

６ 班 

７ 班 

８ 班 

９ 班 

10 班 

11 班 

12 班 

13 班 

14 班 

1５ 班 

16 班 

17 班 

18 班 

19 班 

20 班 

予備 

予備 

21 班 

22 班 

23 班 

24 班 

25 班 

2６ 班 

2７ 班 

2８ 班 

2９ 班 

30 班 

3６ 班 

3７ 班 

3８ 班 

3９ 班 

40 班 

41 班 

42 班 

43 班 

44 班 

45 班 

4６ 班 

4７ 班 

 

 

 

予備 予備 

31 班 

32 班 

33 班 

34 班 

35 班 
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ウ ＵＳＢメモリの外し方 

    右下▲をクリック→｢ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す｣をクリック 

    →｢Storage Medhia の取り出し｣をクリック→ＵＳＢメモリを抜く 

（４）サーバについて 

ア 作業フォルダとしてサーバ上に各班の作業フォルダがあるので利用する 

   PC/write-ok(¥¥n16-gdc01)(W:)/05【課研３年】SS 課題研究Ⅱ/02＿理系/01～47（班番号フォルダ） 

イ 作業フォルダには以下のフォルダがある。 

   ・ポスター例（過去の課題研究の PDF ファイル） 

   ・配布データ（以下のファイルが保存されている。） 

  ・H30-(班番号)ポスター （Microsoft Office Word） 

    ・H30-(班番号)研究テーマ一覧用 

  ・H30-(班番号)研究要旨 

    ・H30-00 例ポスター   （Microsoft Office PowerPoint） 

イ 各班の作業フォルダをＵＳＢメモリデータにコピーすると複数のパソコンで作業が可能になる 

ウ サーバには「00 実験室カメラデータ」のフォルダがあり、課題研究で取得した写真や動画、サー

モカメラのデータなどが保存されている。必要なデータがあれば班別フォルダにコピーして利用す

ること。また、個人で取ったデジカメのデータを作業フォルダの中に保存したい場合は必ず申し出

ること。申し出なく、データを作業フォルダの中に保存しないこと！ 

エ 提出用フォルダには提出用ファイルを、班番号をファイル名に入れて期日までに提出する。 

    ・研究テーマ一覧用（７／１９〆切） 

・ポスター（９／５・７〆切） 

    ・研究要旨（９／１９〆切） 

 

６ ポスター作成の評価基準（ルーブリック） 

 よい ふつう もうすこし 
メモ欄（教員使用欄） 

教員 

評価 

自己 

評価  Ａ（3） Ｂ（2） Ｃ（1） 

ポスター 

（レイアウト） 

文字の大きさ、書式、配

色、図表やグラフ、写真

の配置が効果的で、人目

を惹く工夫がされてい

る。必要な項目立てがさ

れており、研究の流れや

重要なポイントが明確

である。 

文字の大きさ、書式、配

色が適切で、必要な図表

やグラフ、写真が使用さ

れている。必要最低限の

項目が揃っており、研究

の流れ、全体像が示され

ている。 

文字の大きさ、書式、配

色への配慮が不十分で、

図表やグラフ、写真の使

用が効果的でない。項目

立て、分量が不十分で、

研究の全体像が分かり

にくい。 

・文字、書式、配色 

・図表、グラフ、写真 

・項目立て" 

A・B・C 

A・B・C 

A・B・C 

  

ポスター 

（研究目的 

・方法） 

研究の背景とともに目

的が明確に示されてお

り、仮説を検証するため

の適切な実験を設定し、

その方法や手順が具体

的で分かりやすく示さ

れている。 

研究の目的が明確に示

されており、仮説を検証

するために必要な実験

を設定し、その方法や手

順が順序立てて示され

ている。 

研究の目的に不明確な

部分があり、適切な実験

の設定ができていない。

研究方法や手順がポス

ターを見ただけではや

や分かりにくい。 

・目的の明確さ 

・適切な実験設定 

・方法の分かりやすさ 

A・B・C 

A・B・C 

A・B・C 

  

ポスター 

（研究結果 

・考察） 

検証に必要なデータが

分かりやすく示されて

おり、単位や有効数字等

も適切である。得られた

結果を基に目的に沿っ

た考察ができており、科

学的な観点まで踏み込

んでいる。 

実験結果をまとめたデ

ータが示されており、単

位や有効数字等も適切

である。得られた結果を

基に考察ができており、

矛盾なく、論理的にまと

められている。 

実験結果をまとめたデ

ータが十分に示されて

おらず、形式に不適切な

部分が見られる。得られ

た結果についての意見

をまとめているが、考察

が不十分である。 

・データの表示 

・単位、有効数字等 

・結果を基にした考察 

・論理的、科学的考察 

A・B・C 

A・B・C 

A・B・C 

A・B・C 

  

評
価
は
ポ
ス
タ
ー
作
成
後
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

記
入
し
ま
す 

file://n16-gdc01)(W:)/05【課研３年】SS課題研究Ⅱ/
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00 班 

７ 提出資料の作り方 

Ⅰ 研究テーマ一覧の作成について 

 ・Microsoft Office Excel で作成します。各班用のファイルが USB メモリ内に用意されていますが、提

出は提出フォルダの Excel シートに入力してください。 

Ⅱ ポスターの作成について 

 ・Microsoft Office Word または PowerPoint で作成します。用紙サイズ Ａ４縦１枚（余白上下 10mm 

  左右 10mm）なお、Word で作成した場合は印刷前に PDF 形式で保存すること。 

 ・Word または PowerPoint の両方に不慣れな場合は、PowerPoint のスライドで作成することを推奨する。 

  様式を指定したファイルが USB メモリ内に用意されています。 

 ・提出ファイル名は「H30-(00)ポスター」とすること。 

  (1) 内容の構成の例 

   ①タイトル  タイトルの付け方は工夫が必要です。単に、「雲の研究」ではもの足りませんが、

「なぜ雲はもくもくとわき上がるのか～大気の運動と雲の形態の関連について～」

など、サブタイトルもうまく使い、聴衆に興味を持ってもらえるようなものを。 

   ②発表者名  班番号、所属、全員の名前を示す。 

 (例) 45 班（3－9） 豊田西子 豊田東子 豊田北子 

   ③はじめに  “なぜこの研究をはじめたのか“どういう着眼点で問題に取り組んだのか”を

簡潔に示します。 

   ④目的およ  どういう観点から、どういう方法で、何について調べるのか。研究の目的を明 

    び仮説 確にします。また、予想される結論を「仮説」の形で提示します。 

   ⑤方法  ポイントは、聞き手が実験の具体的方法を理解できること。この方法なら目的

とするものを検証できると納得させること。 

   ⑥結果  表やグラフを用いて、実験の測定値や観測の結果を示します。実験の精度やバ

ラつき具合、実験回数についても示すとよいです。 

   ⑦考察  実験結果の妥当性や信頼性、実験の結果が目的に対してどのような意味をもっ

ているのか。仮説は検証されたのか。などについて、結果をもとに考察する。 

   ⑧まとめ  最後に、発表全体のまとめ。結局、この研究で何が明らかになったのか。逆に、

何が問題として残ったのか。今後の発展性などについて、簡潔に述べる。 

   ⑨参考文献  主なもののみ。著者・書名・出版社を明記。Web サイトは公共機関や大学等の

研究機関のみで、機関名と URL を明記。 

  (2)「見やすさ」が命 

   ポスターを作るにあたって念頭に置くべきことは、「一目でわかりやすいこと」です。 

   ①タイトル  上部に研究タイトルを大きめに。 

   ②文字  １ｍ離れたところから読める大きさで。→ A４用紙なら 10 ～ 10.5 point で OK 

   ③フォント  明朝体よりゴシック体の方がよい。 

   ④余白  普通の配布物と違い、周囲の余白は不必要です。→ 上下 10mm 左右 10mm 

   ⑤強調  重要な部分は色を変えたり、フォントを変えたり、枠で囲んだりの工夫を。 

   ⑥文章  １つの文章を短く、簡潔に表現する（箇条書きもよい）。 

   ⑦図表・画像  実験装置の画像・イラスト・表・グラフは効果的に。 

           ※あまり多くの図や画像を入れるとポイントがぼやけるので、「これぞ」という図を

選んで大きめに配置します。ポスター作成の順序は、全体のレイアウト→ 図・画像

の選択→ 余白に説明文 となる。 
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タイトル 

タイトル 

00 班 

  ＝ポスターレイアウト例＝      ＝ポスターの例＝ 

                     先輩たちのポスター例がUSBファイルの中に入って

いますので参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   読み手の視線の動きを考えてレイアウトする 

 

 

 

 

 

 

 Ⅲ 研究要旨の作成について 

 ・Microsoft Office Word で作成します。様式を指定したファイルが USB メモリ内に用意されています。 

 ・ファイル名は「H30-(00)研究要旨」とすること。 

 

   作成した原稿をそのまま丁合して製本します。統一感のある研究要旨集としたいので、定められた

様式を厳守の上作成してください。どうしても変更が必要な場合は、担当教員まで相談すること。 

 

   ① 分量 Ａ４ ２枚以内、カラー 

   ② ページ設定 余白上下左右 25mm、文字数 37、行数 42 

   ③ 英数字 半角（フォントは century が基本） 

   ④ その他 ページ番号（フッター）は編集しなくてよい。 

タイトル 

目的 

 

結論 

 

目的 

 

結論 

 

結論 

 

目的 
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   ⑤ 記載内容と章立て 

記載場所 内容 解説 

1 行目 研究テーマ MS ゴシック、11 ポイント、太字、中央揃え 

サブタイトルを 2 行目につけてもよい。 

2 行目 空ける 

3 行目 研究者名 MS 明朝、11 ポイント、中央揃え 

先頭に班番号、全角スペース 2 つの後に氏名 

姓と名の間は半角スペース、氏名間は全角スペー

ス、 

4 行目 空ける 

5 行目 研究要旨 見出し：MS ゴシック、11 ポイント、太字、左寄せ 

説明文：MS 明朝、11 ポイント 

研究の重要な内容を簡潔に４行以内で記述する。 

9 行目 空ける 

 

 

10 行目 

以降 

本文  見出し：MS ゴシック、11 ポイント、太字、左寄せ 

説明文：MS 明朝、11 ポイント 

ポスターがベースになるが、ポスター発表時に口頭

で説明したことなども文字にしてまとめ直し、図や

写真などを追加するのもよい。 

 

 １研究の背景と目的 研究の目的を記載する。（その際、研究の背景につ

いても触れられると良い。） 

２仮説 自らが立てた仮説を記載する。 

３方法 研究手順や方法の概要を、特徴的な点に焦点をあて

て記載する。 

４結果 得られた結果を、データ（表、グラフ等）を添えて

記載する。 

５考察 結果に対する科学的な考えを記載する。目的、方法、

結果との整合性に配慮し、研究のまとめをする。 

６研究の問題点およ

び今後の課題 

本研究を後輩たちが引き継ぎ、さらに深化、発展さ

せていくために必要なことを、できるだけ具体的に

記載する。 

７参考文献 研究中に参考にした書籍、Web ページ等の主たる

ものを記載する。 

 

 

               本文の章立ては、研究の実態に合わせて変更してもよい。 

               ただし、「６研究の問題点および今後の課題」は変更不可。 

 

８ 今後の作業について 

  ７月中にはポスターの８割近くが完成できそうですか？ 

  ９月の一番最初の課題研究の時間にはポスターを完成させる予定になっていますが… 
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研究要旨 

 様式 

 

なぜ雲はもくもくとわき上がるのか 

～待機の運動と雲の形態の関連について～ 

 

45 班  豊田 西子 豊田 東子 豊田 北子 豊田 南子 

 

研究要旨 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○ 

 

１．研究の背景と目的 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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8 
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