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４つの観点 

今週は、研究方法を具体化する作業に入りました。目

的達成に向けて、どんな実験をするべきか、どんなデータ

をとるべきかと議論しながら研究計画を練っています。 

今回も相談ブースが設置され、相談に来たユニットは、

研究に必要な４つの観点を点検するよう助言を受けてい

ました。「客観的データは得られるか」「新奇性はあるか」

「多くの人にとって有用か」「論理的に表現できそうか」。こ

の観点をふまえ、研究計画の修正に奮闘するユニットも

ありました。 

ユニット進捗状況Vol.3 

 -「子供のための神話図鑑」 

私たちは、最初は観光について調査していました。しか

し、ブレインストーミングでアイディアを出し合ったり、２軸

図を用いてアイディアに修正をかけたりする中で、観光か

ら神話、そして子供の心理に目を向けるようになりました。

現在の研究テーマは「子供のための神話図鑑」です。最

終目標は、神話を通じて宮崎に注目してもらうことです。 

今回は、初めに黒木先生から助言をいただきました。

活動内容や目標を図式化することで、考えの至っていな

かった部分や、具体性のなかった部分に気付きました。

助言を頂いた後、課題を絞り、有用性・新奇性・客観性・

論理性の４つの観点をふまえて、よりやりがいのある研究

になるよう実験計画を練りました。今回は特に、色につい

ての実験を考えました。どんな実験をすれば論理的で有

用性のあるデータを得られるのか、なかなか思いつきま
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“Four perspectives to consider” 

In this week’s Tankyu research class, students 
discussed various approaches to take to accom-
plish their research objectives. They are talking 
about such things as what experiments to con-
duct and what data to collect. They can get 
some advice from teachers for the following 
points: objectivity, originality, usability or logi-
cality. 

 

“The myth guide for children” 

Our research topic is tourism, especially Japa-
nese myths which are famous in Miyazaki. We 
are focusing on how to attract children to Japa-
nese myths and to promote Miyazaki to other 
prefectures. 

 In this class, we got effective advice from Ku-
rogi sensei and realized how we should improve 
our research plot with using figures. We revised 
our research plot considering four points: objec-
tivity, originality, usability or logicality. We dis-
cussed how we can get convincing data and fi-
nally we came up with an idea. While discussing, 
we were sometimes getting off the tracks, but 
even those ideas which were not seemingly re-
lated to the topic could give us hint.  We have 
realized that being flexible could be helpful in 
doing research. 
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せんでしたが、議論して１つの案を生み出しました。時々

脱線もしましたが、それも楽しみながら強力な案を柔軟に

考えるようにしました。今後も今回のように楽しく、高めの

テンションで探究に取り組んでいきたいです。 （小川ひか

り） 

先生方の前で(6/8) 

今回は、6月１５日の宮崎大学の先生方へのプレゼン

テーションを目前に控え、ユニット担当の先生方の前でプ

レゼンテーションの練習をしました。先生方から、研究概

要についての質問を受けたり、プレゼンの見やすさについ

てのアドバイスを受けたりして、それをもとに改善を重ねて

いきました。 

ユニット進捗状況Vol.4 

-「生活習慣病予防策の普及」  

 私たちのユニットは、「心身の健康」の大テーマをもと

に、生活習慣病についての研究をしています。最初は生

活習慣病を予防するための健康指針を作成しようと考え

ていました。しかし、１年の３学期に行ったフィールドワーク

で県庁の健康増進課に伺った際、健康指針は既に作成

されているけれども、その指針が県民に普及されておら

ず、県庁の方々も困っているということを教えて頂きまし

た。インタビュー結果をもとに、僕たちは健康指針を身近

な県民の高校生から広めていくことにしました。なぜなら

生活習慣は若いうちから形成されていて、若い世代から

生活習慣を改善することによって成人になってからもその

生活習慣は継続されると考えたからです。現在、私たち

はプレゼンテーションのスライドを作り終えて、具体的にど

のように広めていくか考えています。（助川 拓実） 

 

 

 

Presentation to Omiya teachers” 

We practiced presentation in front of teachers 
who are in charge of our own group.  This prac-
tice session is the preparation for the upcoming 
event: Professors at University of Miyazaki will 
visit our school and give us advice for our re-
search projects on July 15. 

 

“Promotion of ways to prevent lifestyle-related 
diseases” 

Our group is researching on how to prevent life-
related diseases.  Originally we intended to cre-
ate a guideline for prevention against diseases, 
but we found out the prefectural office already 
has a guideline.  The officers said that the prob-
lem is that the guideline does not prevail among 
the citizens.  After this interview with prefec-
tural officers, we decided to do research on how 
to spread the guideline especially among high 
school students. We assumed that lifestyle is 
formed in youth and goes through the rest of 
our lives. If more high school students have 
chance to read the guideline and start to follow 
it, there will be less people in the future who will 
suffer from life-related diseases. 
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