
 

 

 

 
   

        ２年「探究」 ゼミナールレポート その２ 

 

 本年度も，いよいよ２年生の探究活動が本格的に始動し始めました．各ゼミ

に分かれて，切磋琢磨しているようです．昨年１年生で培ってきた“探究力”

を存分に活かし，先輩たちに負けない成果を上げてくれるものと期待していま

す．そんな２年生の活動の様子を，今月から紹介します．まずは，ゼミ長から

一言・・・．（下記コメント欄のメンバーの先頭がゼミ長です．） 

 

 

 
 
 
 
 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     
      昨年 11 月の文情科通信でお伝えしました、山内可南子さんの福沢諭吉  

記念弁論大会優秀賞受賞の記事が『高校生新聞 185 号』に掲載されま 

した。高校生新聞は、各教室に置いてあります。 

      これからも本校文科情報科生の活躍を期待しています。 

裾野は広く 志は高く 
平成２３年度 宮崎県立宮崎大宮高等学校 文科情報科通信 No.３ 2011.7.4.発行 

栗原・滝井・田中ゼミ  ～英語論文～ 
 メンバー〈谷明  市川葵  河野聖菜  南里健太
長友達寛  黒岩大夢〉 
Hello we are in English Paper seminar ! 
 英語を使って論文を書く，それだけで 
どんなジャンルにだって手を付けるこ 
とのできるゼミが，この英語論文ゼミ 
です．歌舞伎・ホラー映画・ブランド 
品・ドイツ文化・ジェンダー論・音などについてそれぞ
れが探究しますが，中には物理実験や生物心理実験を行
う人も・・・．We’ll do our best! 

 黒田ゼミ  ～文学・文化～ 
 メンバー〈小田幸子  清水佳奈  末原叶夢  

 高橋明日香  天野智恵美  山内可南子〉
 女子７人が集まって好きなことを研究 
しているゼミです．全員元１年Ｋ級で黒 
田先生と探究したい！と集まったメンバ 
ーです．研究している内容はそれぞれバ 
ラバラで，「お笑いの文化」「桜と文学」 
「演劇」などバラエティー豊かな内容で 
す．文学と真正面から向き合った充実した研究に取り組ん
でいきます！ 

黒木(真)ゼミ  ～文学・日本語～ 
 メンバー〈上岡沙也  秋吉菜奈美   

河野文絵  伊佐敷尚子  藤田万己〉 
 黒木先生率いる文学ゼミは，女子 
５人で和気あいあいと活動していま 
す．ある者は“みやび”へ想いを 
はせ，ある者は偉人を追いかけ，あ 
る者は顔を探り，そしてまたある者 
は光源氏から恋を学ぶ・・・．そん 
な個性的なメンバーで深い発表ができるように頑張
ります！ 

 木下ゼミ  ～心理学～ 
 メンバー〈梅木翔大朗  渡邊泰士  池田彩乃   

小久保祐輝  塩田瑞月  吉村彩加〉 
 心理学が私たちの高校生活の最高の思 
い出になるように努めていきたいです． 
心理学は私たちの身近なところに散らば 
っているものです．近々お世話になるこ 
ともあると思うので，その時役立つよう 
に勉強しておくのもよいと思います． 

 後藤・大富ゼミ  ～文化・言語～ 
 メンバー〈猪俣希  西野真弘  中村健太

高島和紘  末吉礼奈〉 
 日本語での発表になります． 
一人一人，全く違う分野を調 
べています．お互いに刺激し 
合って，満足のいく探究をし 
ていきたいです． 

 井野・宮元・西道ゼミ  ～理系(調べ)～ 
 メンバー〈新盛弘法  齊藤成  落合将暉   

佐藤有生  吉松弘志  長友高志  吉崎唯〉
 他の理系のゼミと異なり，独自の 
テーマに対して各々視点から追究し 
ようとするゼミです．テーマが専門 
的でマニアックなため，頼れるのは 
自分だけという大変な面もあります 
が，自分が思うように調べることが 
できるので，一回一回の充実感もまた多いゼミです．
原子力や宇宙，数学の難問への挑戦と個性的なテーマ
でがんばっています．自分一人で調べ深めるという真
の意味での「探究」はこれだと思うので，どこにも負
けないユニークなものを作りたいです． 



 今回の「森で貝をみつけよう」という言葉を初めて聞いた時は、森に貝はすんでいるのかなと不安になったけど、
博物館の方のお話を聞いた結果、森の貝とはカタツムリということでした。当日はものすごく晴 
れていて厳しい状況だったけど、数種類のカタツムリを見つけることができました。 
 講師の方の話で、新種を発見すると論文を書くのだが、日本語で書くと日本の図鑑に載っ 
て、英語で書くと世界の図鑑に載るということを聞きました。また、探究心を持ち続けるこ 
とが、成功への大きなカギになるということも聞きました。西先生は既に退職されていまし 
たが、カタツムリの研究は大学生の頃からされていたそうです。僕も探究心を常に持ち続けて、 
日々の授業や探究の授業に積極的に臨んできたいと思いました。           1 年Ｉ級 須崎 晃平 

 

 

 
アートボックス 

6 月 10 日（金）にＩ級、24 日（金）にＪ級が県立美術館で実施

しました。演習１では 7 グループに分かれ、与えられたテーマの

もとに生徒たちがアートカードを選びだして班ごとに壁に貼り美

術館の名称を決定していきました。どのように展示するかも各班

工夫が見られました。演習２では４グループに分かれて、美術館

が所蔵している作品を学芸員の先生方が丁

寧に解説され、作品の見方や歴史などにつ

いて学習することができました。 

「芸術について」考えるよい機会となりま

した。 

森で貝を見つけよう 

10 日にＪ級、24 日にＩ級が県立博物館に行き、西邦雄先生のご指導のもと、「森で貝を見つけ

よう」と題して活動を行いました。貝の生態や環境についての講義の後、森の貝(カタツムリ)

がいそうな場所を各班で予想して実際に探しに行きました。Ｊ級は土砂降り

の雨、Ｉ級は猛暑と、非常に苦労させられましたが、皆それぞれによくが

んばり、かなりの成果を挙げることができました。その後、西先生から採

集したカタツムリについての解説があり、さらに、研究の大切さや心構えについても熱心に

話していただきました。生徒も今回の研修で大いに刺激を受けたことと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 先日、文情科１年生は 
美術館へ行きました。 
普段自ら足を運ぶこと 
のない場所でたくさん 
の新たな発見をしました。 
ただ絵を見るだけでは気づかなくても、よく見
ると大発見があることや、みんなで同じ絵を見
ても一人一人全く違った絵に見えていること
など日常の中では気にとめることのないこと
が自分の個性だと知りました。今回の体験を通
して、自分に見えている世界が少し広がった気
がします。     1 年Ｊ級 又川 岳人 

 硬式テニス部  ３Ｉ 奥野紘章 
ついに総体が終わりました。団体 3 位という結果で素晴

らしい試合ができたと思います。引退した今はテニスコー
トに行きたくて仕方がない日々ですが、大学合格という目
標に向かって次は勉強をがんばりたいと思います。 

弓道部  ３Ｊ 宮崎優香 
やっと高校総体が終わりました。この時期になってス

ランプがきて、自分としては納得のいかない射ではあり
ましたが、最後の立ちは 5 人の気持ちが一つになること
ができて、すごく気持ちよく弓をひくことができました。
この 1 年間は部長として約 40 人の部員をまとめるのに
必死でした。壁にぶちあたってばかりで、後悔すること
ばかりで、決していい部長ではなかったけれど、みんな
が頼りない私を支えてくれたから、私はここまでやって
これたんだと思っています。共に過ごしてくれた部員た
ちには感謝の気持ちでいっぱいです。次は受験に 
向けて気持ちを切りかえてがんばります 

 バスケット部  ３Ｊ 池 和薫 
 最後の大会となる総体では、たくさんの声援
を受け悔いの残らない試合ができたと思う。こ
れからはクラス・学年というつながりを大切に
し、大学入試に向けてがんばっていきたい。 

 サッカー部  ３Ｊ 福田晋一朗 
あのメンバーでサッカーをやれて本当に良かったで

す。これからは受験勉強だけに集中してがんばっていき
たいと思います。 

女子バレー部  ３Ｉ 田邊寛子 
結果は残念でしたが、最後にとても良い内容の試

合ができました。これからは受験モードに切りかえ
て、自分の進路実現に向けてがんばります。 



 

こ の コ メ ン ト は 次 号 に 回 し ま す の で ， 消 さ な い

で！！！！！！！！！！！！！！！！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （      ）ゼミ  
 メンバー〈迎明香  石田梨奈  田島萌夏
仁田脇菜那  宮丸由紀恵  濱砂愛子  萬
德蒼月〉 
 私たちは，水の中から硝酸態窒素を取り除く
にはどうすればよいかというのを，実験を通し
て調べていきます．昨年の先輩方の資料もあり
ますが，さらに上を目指してがんばりたいと思
います．目標は，硝酸態窒素を取り除ける実用
的な装置をつくることです． 

 （      ）ゼミ  
 メンバー〈岩切啓人  大野沙織  川﨑真
由子  木原ひまわり  安田久美子〉 
 こんにちワン！！宗教・環境倫理・地震など，
どこのゼミにもあてはまらない寄せ集めゼミ
ですが，その点を活かして，活発な意見交換を
しながら，藤村先生のもと楽しく活動していま
す．自分の納得いく研究ができるようがんばり
ます． 

 （      ）ゼミ  
 メンバー〈森祐希  長友高志  井研吾
永田倫  矢野真由華〉 
 このゼミは，法学・社会科学 
的視点から社会のあらゆる側面 
に着目し，今まで，そしてこれ 
からの社会のあり方を追究して 
いくゼミです．久味木先生のご指導のもと，ゆ
るーい空気ながらそれぞれ全力で各人の研究
に打ち込んでいます．今の社会の実体を暴き，
これからの日本に大きな提言をしたいという
のが，このゼミの“野望”です． 

 （      ）ゼミ  
 メンバー〈池堂孝平  上園舞  鈴木鮎香
高木ひかり  束野元哉  丸山雄祐〉 
 私たちは保健体育ゼミですが， 
個々人のテーマは，保体・家庭・ 
音楽など様々です．一人一人の 
テーマは微妙にズレていますが， 
だからこそ友達の意見を多角的 
に見ることができると思います．そこを強みに
して，私たちはお互い頑張っていきます！ 

 （      ）ゼミ  
 メンバー〈飯干智之  工藤淳司  佐藤匠
管啓大  牧野晃太  柳瀬綾太  渡部圭一
郎  佐藤陸人  松田碧  服部春香〉 
 物理実験ゼミでは，水ロケットの初速度・発
射角度・飛距離などを通して物理法則の証明を
目指しています．若さいっぱいで頑張ります．

（      ）ゼミ  
 メンバー〈金子由希  古賀あゆみ 日高萌
三輪卓見  瀬之口明音  柳田里菜〉 
 エジプト・武士道・神話・天 
皇制・馬・・・．様々な分野に 
興味を持って集結したのが，私 
たち地歴公民ゼミです．個人個 
人の独特な視点から，日々の探 
究活動に取り組んでいます．パソコンや文献な
どを使った調べ学習が主です．研究発表の場で
は，みなさんにその成果をお見せできるように
頑張ります． 

 （      ）ゼミ  
 メンバー〈黒木将武  永瀬寛朗  蛯原
優花  落合優輔  友松愛  赤峰佳那
向山結花  吉村杏奈  太田明里  久冨
木桜子〉 
 私たちのゼミでは，ハエの 
生態を調べ，実験しています． 
最初は幼虫がうねうねしてい 
て気持ち悪かったけど，飼育 
と埋葬をくり返すうちにだん 
だんと愛着が湧いてきました．ゼミのムード
はとってものんびり，ほのぼのしています．
ハエの生態も少しずつ明らかになり，これか
ら夏休みにかけ，本格的にいろいろな実験を
していくので楽しみです． 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


