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九州大会 優秀賞受賞!!

平成３０年度
九州高等学校生徒理科研究発表大会

｢生徒課題研究論文集｣第６号完成‼

『ＳＳ科学探究Ⅲ』・『ＳＳ総
合科学探究』や科学系部活
動の研究成果をまとめた
「生徒課題研究論文集」第６
号が完成しました。

今年度の論文集は、ＳＳＨ
第６期生が中心に作成した
研究論文をまとめたもので、
第61回日本学生科学賞で
内閣総理大臣賞を受賞した
研究を含む14編の科学研
究論文を掲載しました。また、
学校設定教科「ＳＳ総合科
学探究」の研究成果をまと
めた資料も掲載しています。
生徒課題研究を通して、
全校生徒が深い学びを体
験することができました。

平成３０年度生徒課題研究審査結果一覧（研究テーマ別）

ポスター発表
部門には九州
各県の県大会
で選出された
34チームが参
加し、初日の１
次審査と第２
日の２次審査
が行われまし
た。審査は４分
間で研究内容
を説明した後、
審査委員の先
生方による質
疑応答が行わ
れ、堂々とした
対応ができま
した。

今回の九州大会は、７月に開催される第43回全国
高等学校総合文化祭（2019佐賀総文）のプレ大会とし
て位置付けられており、入賞した諸君は全国大会に
向けて大きな励みになりました。また、今回の大会も、
佐賀県内の高校から多く高校生スタッフが参加して円
滑な大会運営を支えており、ボランティアスタッフの活
躍が目立つ素晴らしい大会になりました。

第２日の生徒交流会では「ましゅまろ･チャレンジ」が
行われ、参加した高校生は大いに盛り上がりました。
「ましゅまろ･チャレンジ」は、20本のパスタ麺とマスキン
グテープのみで「高層タワー」を作り、最高点に掲げた
マシュマロの高さを競う競技です。初対面の４名が
チームになり、「思考力」・「判断力」や「協調性」を駆
使して課題に取組みながら、親交を深めました。

平成31年2月2日・3日（土・日）、佐賀大学・本庄キャ
ンパスで、平成30年度九州高等学校生徒理科研究発
表大会が開催され、物理研究発表とポスター発表部
門に出場し、ポスター発表で優秀賞を受賞しました。

☆ 優秀賞☆ 【ポスター発表部門】

流体摩擦の低減効果に関する研究
～らせん形と直線形のリブレットを比較して～

科目 課題研究テーマ  

物理① 水溶液境界面の拡散速度の定量化Ⅱ 
☆ 平成29年度ＳＳＨ生徒研究発表会 審査委員長賞 
☆ 第61回 日本学生科学賞福岡県審査 最優秀賞 
☆ 第32回 福岡県高等学校総合文化祭 自然科学部門 物理研究発表 最優秀賞 
☆ 第61回 日本学生科学賞中央審査 内閣総理大臣賞 
☆ 平成２９年度福岡県教育文化表彰受賞 
☆ 山口大学理学部サイエンスセッションU18 審査員特別賞 
☆ 日本物理学会 第14回ジュニアセッション 優秀賞 
☆ 九州工業大学 ＰＢＬ合同成果発表会 準優勝 
☆ 高大連携課題研究発表会 in 北九州 2018 物理部門 優秀賞 
☆ 第42回全国高等学校総合文化祭（長野大会）物理研究発表 奨励賞 
☆ 第62回 日本学生科学賞福岡県審査 最優秀賞 

 
（H29. 8） 
（H29.11） 
（H29.11） 
（H29.12） 
（H30. 2） 
（H30. 3） 
（H30. 3） 
（H30. 7） 
（H30. 7） 
（H30. 8） 
（H30.11） 

物理② 流体に作用する抵抗の低減  ～簡易リブレットの開発と検証～ 
☆ 第61回 日本学生科学賞福岡県審査 努力賞 
☆ 山口大学理学部サイエンスセッションU18 審査員特別賞 
☆ 高大連携課題研究発表会 in 北九州 2018 物理部門 優秀賞 
☆ 第62回 日本学生科学賞福岡県審査 優秀賞 

 
（H29.11） 
（H30. 3） 
（H30. 7） 
（H30.11） 

物理③ ２次元配列振り子の共振現象 
☆ 第61回 日本学生科学賞福岡県審査 優秀賞 
☆ 第32回 福岡県高等学校総合文化祭 自然科学部門 ポスター発表 優良賞 
☆ 第62回 日本学生科学賞福岡県審査 優秀賞 

 
（H29.11） 
（H29.12） 
（H30.11） 

物理④ コースロープに関する研究 
☆ 第6２回 日本学生科学賞福岡県審査 優秀賞 

 
（H30.11） 

物理⑤ ジャイロ式波力発電の効率向上 
☆ 山口大学理学部サイエンスセッションU18 審査員特別賞 
☆ サイエンスインターハイ@SOJO 2018宇宙航空システム工学科賞 
☆ 第62回 日本学生科学賞福岡県審査 努力賞 

 
（H30. 3） 
（H30. 7） 
（H30.11） 

物理⑥ 落下物の衝撃緩和における保護機能の向上  

化学① 各種イオンの移動速度 
☆ 第61回 日本学生科学賞福岡県審査 優秀賞 
☆ 高大連携課題研究発表会 in 北九州 2018 化学部門 優秀賞 

 
（H29.11） 
（H30. 7） 

化学② 凝析の研究 
☆ 高大連携課題研究発表会 in 北九州 2017 化学部門 優秀賞 
☆ 第32回 福岡県高等学校総合文化祭 自然科学部門 ポスター部門 優良賞 
☆ 山口大学理学部サイエンスセッションU18 審査員特別賞 
☆ 第61回 日本学生科学賞福岡県審査 優秀賞 
☆ 第62回 日本学生科学賞福岡県審査 努力賞 

 
（H29. 7） 
（H29.12） 
（H30. 3） 
（H29.11） 
（H30.11） 

化学③ 高濃度溶液の凝固点降下 ―溶質分子と溶媒分子の大きさの関係について― 
☆ 第61回 日本学生科学賞福岡県審査 優秀賞 
☆ 第62回 日本学生科学賞福岡県審査 優秀賞 

 
（H29.11） 
（H30.11） 

生物① チャコウラナメクジの生態学的研究  

生物② コウジカビによるセルロースの糖化 
☆ 第62回 日本学生科学賞福岡県審査 努力賞 

 
（H30.11） 

生物③ メキシコサラマンダー(Ambystoma mexicanum)の生態学的研究  

数学① 混雑解消方法の数理モデル～効率のよい入退場を目指して～ 
☆サイエンスインターハイ@SOJO 2018コンペティション部門審査通過 

 
（H30. 7） 

数学② かくれんぼ  -Hide and Seek- 
☆ 山口大学理学部サイエンスセッションU18 口頭発表の部 理学部長賞 
☆ 高大連携課題研究発表会 in 北九州 2018 数学部門 最優秀賞 
☆ サイエンスインターハイ@SOJO 2018 準グランプリ 

 
（H30. 3） 
（H30. 7） 
（H30. 7） 

 


