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アイディアを生み出す 

 本日の探究では、各ユニットが分野別に分けられ、分野

ごとに担当の先生が発表されました。研究テーマとその

目的、研究方法を話し合う中で、ブレインストーミングや２

軸図、バリューグラフなどを使って多くのアイディアを出し

ていきました。先生方のアドバイスもあり、より先の展望も

持つことができました。 （渡辺紗梨） 

 

 

ユニット進捗状況 Vol. 1 -「ゴミ問題」  

 

 私たちのユニットは、きれいな街づくりを目的とした「ゴミ

問題」というテーマで活動しています。今回はこの問題を

どのような方法で解決していくかを話し合いました。もとも

とは心理学的なアプローチで研究を進めていこうと考えて

いたのですが、話を進めていく中で、多くのアイディアが生

まれてきて、様々な方向からの解決策を考案することが

できました。実現可能で、誰も思いつかないようなものを

見つけていくのはともて難しいと感じました。これから課題

解決へと導くことができるのか不安ですが、ユニットのメン

バーと先生と試行錯誤していきながら、テーマに合った研

究方法を設定してより良い研究を進めていきたいです。

（渡辺紗梨） 
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Producing Innovative Ideas 

Our second grade Tankyu research units were catego-

rized into nine groups today and now we have teachers 

who are in charge of our groups. In trying to find the ways 

to solve problems, we came up with various ideas by 

using such skills as brainstorming, double axis charts, and 

value graphs. Thanks to our teachers’ advice, we were 

able to broaden our outlook for our research project.(Sari 

Watanabe) 

 

Unit Report Vol.1 

 Waste Management 

Our unit is doing research on how to keep the town 

clean and beautiful. In Today’s Tankyu class, we talked 

about the strategy to achieve this aim. 

At the beginning, we were thinking of applying only a 

psychological approach to tackle this issue. As we talked, 

however, we came up with various ideas from various 

kinds of viewpoints. It is still very difficult to find an innova-

tive idea which is plausible at the same time. Even though 

we have many difficulties, we are hoping to do great re-

search on the theme by repeating trial and error. 
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相談ブース開設 

今週は、先週決定したユニットの担当の先生方と相談

しながら研究テーマや方法などを決めていきました。ま

た、先生方による相談ブースが2カ所設けられ、考えが上

手くまとめられないユニットなどが活用して、様々なアドバ

イスを受けながら、話し合いを進めていました。 

来週からは、多くのユニットが具体的な研究方法につ

いてアイディアを出しあい、整理する作業に入ります。 

ユニット進捗状況Vol.2 -「自殺率の低下」 

 僕たちのユニットは、医療分野で「宮崎県の自殺率を低

下させるにはどうしたらよいか」というテーマの下、計画を

進めています。自殺の原因の大半が精神疾患にあること

がわかり、精神疾患の予防法について調べようと決めまし

た。その中でセロトニンという物質が脳に作用し、精神疾

患の予防になるのではないかという仮説がたちました。あ

る程度計画が固まったと思い、黒木先生がいらっしゃる

相談ブースに行きました。ですが、僕たちの計画は後半

部分が粗雑すぎると指摘がありました。また、最終的な

ゴールと、現在研究しようとしていることの間に飛躍があり

すぎるという指摘も受けました。実験をするときは、人間

相手にすると医療行為になるというアドバイスも受けまし

た。昨年素晴らしい研究をされていた先輩方と、黒木先

生の知識量の豊富さを改めて痛感するとともに尊敬しま

した。これから研究を進めていく中で、迷ったり悩んだりす

ることがあるとは思いますが、そういった所も含めて探究を

楽しんでいきたいです。（菊池孝輔） 

“Opening the consulting areas” 

This week, we decided our research topic. We 
could get some advice from teachers when we 
didn’t know what we should do in consulting 
areas. From next week, we will move on to mak-
ing a research plot. 

 

 

“Decrease in suicide rate” 

We are researching how to decrease the suicide 
rate. We have known that the main reason for 
suicide is psychiatric disorder and decided to do 
research about the prevention of disorders. We 
assume that serotonin may resolve the problem. 
However, Kurogi sensei pointed that our re-
search leaps in logic and we should not experi-
ment on human beings because it is a medical 
practice. 

 We find it difficult to do research and respect 
senior students who worked hard to do so. 
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