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はじめに 

交通網の発達は、私達に国際交流をもたらしました。海外へ行くことも、海外の人が身近にいるこ

とも、特別なものではなくなりました。そしてメディアや情報機器の発達が、情報格差の壁を崩しまし

た。今では世界中の最新の情報が容易に入手できます。もはや世界は遠い存在ではありません。

この急速なグローバル化は、今後もさらに加速していくでしょう。では、生徒達が社会人となったとき、

従来の学力だけで対応していけるのでしょうか。 
 

本校では、生徒がグローバル人材として活躍するときに必要な能力をまとめて「協創力」と呼ん

でいます。「協」は組織的な活動をするうえで必要な能力、すなわち協働する力です。これはリーダ

ーシップやマネジメント、コミュニケーション能力、共感する心などをまとめました。「創」は目の前の

事象を様々な角度から考え、その核心を捉え、新たな価値を生み出すために必要な能力、すなわ

ち創造する力です。これは論理的思考力、批判的思考力、複眼的思考力、水平思考力といった４

つの思考力がもたらすと考えています。そして、従来の教育内容と協働力は、“車の両輪”のように

相互作用によって互いを高め合うことができると期待しています。 
 

では、グローバル人材からグローバル・リーダーを育成するにはどうしたら良いのでしょうか。私達

の周囲には宗教、文化、経済といった代表的なものから、偏見、誤解、盲信といった無自覚なもの

まで数え切れない “見えない壁” が存在します。私達は “見えない壁” に気付き、それを崩すこ

とができる人物をグローバル・リーダーと定義しました。将来、生徒達がグローバル・リーダーとして

活躍するとき、きっと “見えない壁” に出会うでしょう。本校では、海外研修で本物を見て、聞いて、

肌で触れ、異文化の人々と交流し、自分とは異なるものを受け入れる経験が必要と考えています。 
 

本校は、平成 27 年度にスーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）の研究指定を受けました。 

“「オールみやざき」でグローバル・リーダーを育成する教育プログラムの研究開発”を研究主題に

掲げ、「協創力」を育むために、従来の授業「探究」の指導方法を発展させました。今回、文科情報

科２年生がポスターセッションにて発表する作品は、授業「探究」における成果です。生徒は勉学と

部活とを両立させたうえで、さらにグループ研究に取り組みました。特に注目すべきは、課題発見、

計画立案、協力依頼、データ分析、考察といった研究活動の全てを連携協力先である宮崎大学か

らのご支援をいただきながら、生徒主体で行ったことです。また、生徒が自分達で調べた根拠に基

づく主張や展望が全ての報告にあります。 
 

ご参加いただいた皆様には、生徒達へ盛んな質問と、投票券による評価をしていただくことで、

本校のＳＧＨ事業の主題である「オール宮崎でグローバルリーダーを育む教育活動」に、ご協力い

ただければと思います。何卒、よろしくお願いいたします。 

 

（宮崎大宮高等学校 SGH 研究開発部） 
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日程について 

8：30～    受け付け開始 

9：00～9：15 開会式 

          ① 校長挨拶 

          ② 生徒代表挨拶 

          ③ 日程説明 

9:20～9:40  SGH 活動報告 

１）文科情報科１年次 SGH 探究カリキュラムの活動紹介 

          ① プロジェクト学習Ⅰ・・・「地域資源プロジェクト」宿泊研修 

          ② プロジェクト学習Ⅱ・・・「食と健康プロジェクト」 

          ③ プロジェクト学習Ⅲ・・・「地域イノベーションプロジェクト」（東大イノベーションサマープログラム） 

④ 観点別講義 

⑤ グローバルキャンプ 

２）文科情報科 2 年次 SGH 探究カリキュラムの活動紹介 

① 課題研究 

② 海外研修（台湾・ベトナム・シンガポール） 

③ さくらサイエンスプラン 

④ 全国模擬国連大会・海外短期研修・地域活動への参加報告 

３）投票券についての説明（審査の説明） 

9:50～13:20   文科情報科 2 年生によるポスターセッション（フリータイム制）／昼食 

          《12:00》・・・・・・一般参加者投票締切 

《12:10～》・・・・宮崎大宮高校普通科生徒が参加します。 

※ １２：１０以降は混雑が予想されます。一般参加者は１２：００までに投票を済ま

せ、１２：１０以降の混雑する時間帯に昼食をとられることをお勧めします。 

《13:10》・・・・・・宮崎大宮高校の生徒と職員の投票締切 

          ※ 昼食時間は設けておりません。休憩室として教室を準備しておりますので、 

各自で適宜済まされてください。 

13:30～13:50  講評 （宮崎大学 水光 正仁 教授、 宮崎大学 兒玉 修 教授） 

14:00～15:50 情報交換会 

          ① SGH 実践報告および高大連携実践報告 

② 講演 （比治山大学 二宮 皓 学長） 

③ 質疑応答 

16:00～16:20 閉会式 

          ① 成績発表 

          ② 表彰式（最優秀賞・優秀賞・審査員特別賞） 
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 宮崎大宮高等学校 文科情報科×ＳＧＨ通信  

～宮崎ベースキャンプの活動を通して～ 

 

●● 

 

●● 

●● 

●● 

●● 

 

●● 

●● 

●● 

 

地域イノベーション活動 
 

2017 

January 

宮崎ベースキャンプ 
「宮崎ベースキャンプ」は 2015 年に宮崎市職員によ

って設立された様々なチャレンジを応援する基地です。

「こんなことをしたい！」「こんな場所がほしい！」のような

想いを育み、アイデアと人をつなぎ、また、宮崎を世界で

一番チャレンジングで、笑顔あふれるまちにすることを目

標とし、頑張る人と一緒に行動しています。宮崎ベース

キャンプは第一歩として、活動の手軽さと持続性から「ま

ちなか清掃」をスタート。そこから地域の課題を発見・共

有して地域プロジェクトに繋げています。たとえば「読み聞

かせ」やみんなで朝ごはんを食べる「朝ごはんプロジェク

ト」などを実行。加えて「夢プレゼン大会」は、プラネタリウ

ムを会場とし、公有財産の新たな活用にチャレンジ。そ

のことが、地元の新聞・テレビ等の報道に加え、全国紙

「ソトコト」や「地域づくり」など、市外への発信にも繋がっ

ています。本校においては 2016 年 2 月頃から桑原雄

夢が参加し始め、その後は興味をもった生徒が続々と参

加しています。現在 2 年生 8 人、1 年生 3 人が宮崎へ

のアクションを起こし、学校とは別の経験を肌で感じてい

ます。本校だけでなく、宮崎西、宮崎南高校や地方の大

学の学生や宮崎県で働く社会人など幅広い方がこの

「宮崎ベースキャンプ」の活動に参加しています。 

 

「まちなか清掃」 
まちなか清掃は、毎月第 2、第 4 土曜日に、若草通

付近を中心に、約 1 時間ごみ拾いをします。この清掃で

は、大人から子供まで、幅広い人たちが一緒にごみを拾

うことで、互いにコミュニケーションをとりあい、良い刺激

を得ることができます。まちなか清掃が終わったら、参加

した人たちで、宮崎のいろんなことについて、ゆったりと語

り合います。そこでは、高校生同士の輪が広がるだけで

なく、大人との輪も築くことができます。ベースキャンプの

発足時から続けているイベントなので、今ではたくさんの

方が参加するようになり、清掃は開始から３５回を超える

ようになりました。 

 

「JOB CAFE」 
宮崎ベースキャンプは月に 1回、社会で働く大人たち

と次の時代を担う学生とで、「働く」とはどういうことかにつ

いてフリートーク形式で話す場を作っています。回数を

重ねるにつれて参加人数も増え、より多彩な意見を聞く

ことのできる場となっています。毎回講師を招いてその

方の働き方ついて話してもらい、そのあと、参加者全員

で働くとはどんなことなのか、自分の夢、その場で感じた

ことなど思い思いに発言します。毎回素敵な講師の先生

の話や多彩な人からたくさんの刺激を受けることができ

ます！いつもとは違う視点に立って物事をとらえる機会

になりますし、宮崎にはこんなに熱い思いをもった人がい

るのだと宮崎の良さを実感できる場所でもあります。 

 

ＳＧＨ 

Miyazaki-Ohmiya 

宮崎大宮 
× 

宮崎大宮高等学校 

文科情報科×ＳＧＨ通信 
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「震災ワークショップ」 
熊本地震を受けて、桑原の、熊本のためになにか

したいという思いに宮崎ベースキャンプの方が寄り添

って昨年の 5 月に実現しました。実際に地震が起こっ

た時、私たちにできることとはなんだろうか？学生の私

たちにでもできることがあるのではないか、という 1 生

徒の考えが形となって表れたワークショップでした。熊

本での現状を聞いて、私たちにも小さいことではありま

すが力になれることがあるとわかりました。また、定期

的に様々な年代の人が集まり、共に話し合う場の必

要性を感じました。 

 
「ポートランドワークショップ」 
宮崎スタートアップバレーの共同代表である齋藤潤

一さんをゲストにむかえて、アメリカのポートランドという

街ではいったいどんな取り組みがなされていて、宮崎

に還元できる部分はないのかというテーマでディスカ

ッションをしました。複数の学生と社会人の混合グル

ープに分かれてブレーンストーミングした後、宮崎の

長所と短所を合わせ、新しいことができないかアイデ

アを出し合いました。その後の発表では試行の幅が広

がり、宮崎の良さを再発見できました。 

 
「Wakkathon」 

Wakkathon（わっかそん）は、まちなか清掃に参加

している宮崎日日新聞社の方の、若者と地域の課題

やできることを共に探し、考え行動したいという思いで

できました。学生だと、何か話したい、聞いてほしいと

思うことがあっても、なかなかそういう場がなかったり、

こんなことがしたいと思っても実現できなかったりと諦

めることが少なからずあります。ここでは議論の場がほ

しい学生たちが集まり、取り組みたいことを実現するた

めにアイデアを発信して内容を深めています。議論し

たことを実現にまでもっていこうという方針もこの組織

の魅力です。Wakkathon は設立してまだ間もないで

すが、第 1回Wakkathonには市内の高校から 12人

こんなことがしたいと思っても実現できなかったりと諦

めることが少なからずあります。ここでは議論の場がほ

しい学生たちが集まり、取り組みたいことを実現するた

めにアイデアを発信して内容を深めています。議論し

たことを実現にまでもっていこうという方針もこの組織

の魅力です。Wakkathon は設立してまだ間もないで

すが、第 1回Wakkathonには市内の高校から 12人

の学生が集まり、そのうち 3 人が実行委員をしたいと

言っています。こんなに積極的な学生がたくさんいる

ことに、とても嬉しく感じます。組織の一員としてこれか

らますます良いものにしていきます！！ 

 

どうでしょうか。宮崎はスゴイと思いませんか？この

ような活動は他にないです。私たちが参加しているの

は、ただ宮崎に対する熱い思いがあるからです。普段

は「ふつう」の学生です。参加して伝えたいのは、学校

を超えた多種の学びがあるということです。それは、人

生の先輩である大学生や社会人と新たに繋がって何

かをすること、話すこと、共有すること。また、活動や

生活の中で見つけた課題や、やりたいことを実際に行

動に起こすということ。私たちのこの 1 年間は挑戦し、

悩み、とにかく楽しんだ貴重なものでした。今は充実

感でいっぱいです。ぜひ、多くの学生、大人の方に参

加してほしいです。後悔はしませんし周りの雰囲気も

和やかです。私たちと一緒に取り組みましょう！！こ

の文章であなたの踏み出す 1歩を助長したい。 

☆宮崎ベースキャンプの今後の活動は Facebook で

知ることができます。 

https://www.facebook.com/miyazakibasecamp 

 

（２Ｉ 桑原 雄夢） 

 

https://www.facebook.com/miyazakibasecamp
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 宮崎大宮高等学校 文科情報科×ＳＧＨ通信  

2年 橋本康平くん・髙妻勇希くん 大会出場体験記 

 

 

 

 

●● 
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●● 
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●● 

 

全日本高校模擬国連大会に参加して 

2017 

November 

模擬国連とは 

 「アジェンダ 21」「パレスチナ問題」…。第二次世界大

戦終結後の国際社会の変革の場には、いつでも国連が

大きな役割を果たしてきたことは言うまでもないでしょう。

そんな「国際政治の究極」ともいうべき国連会議を、学

生が各国の大使になりきって模擬する、それが模擬国

連です。法学・政治学にとどまらず、議題によっては歴

史、経済、倫理、情報科学の知識も必要ですし、過去の

決議を読み、決議案を執筆する英語力、他国の大使と

論理的に、かつ思いやりを持ちながら交渉する説得力、

あっ、と議場の注目を集めるスピーチ力も試されます。 

 私たちは 2016 年 3 月から高校模擬国連に取り組み

始めました。首都圏では盛んにおこなわれている模擬国

連ですが、西日本、とりわけ九州ではほとんど普及してい

ませんでした。 

はじめはあるイベントで知り合った神戸の友達が、

2015 年の全日本大会で優秀賞を獲得し、ニューヨーク

の国連本部で開催される国際大会の準備の真っただ中

に、「練習会議に参加しないか？」と誘ってくれたことが

きっかけでした。その後 3 回の練習会を重ねました。議

題はいずれも「サイバー空間(国連第六委員会)」でした

が、フィンランド、シンガポール、南アフリカと全く立場の

違う 3 か国を経験し、複眼的に事象を分析する能力が

付きました。難解な予選課題、通過後は自国そして他

国の状況分析、効果的な政策立案など、準備にも苦労

しましたが、何とか全日本大会に出場することができまし

た。 

 

 

全日本大会への参加 

 2016 年 11 月 12・13 日、東京青山の国連大学で開

かれた全日本大会。厳しい予選課題を通過したペア 80

組が 2 つの会議に分かれ「サイバー空間(国連第一委

員会)」について議論しました。私たちは北アフリカのチュ

ニジアを担当。アラブの春のきっかけとなったジャスミン

革命が起こった国であり、現在は民主化し人権が高く守

全日本大会への参加 

 2016 年 11 月 12・13 日、東京青山の国連大学で開

かれた全日本大会。厳しい予選課題を通過したペア 80

組が 2 つの会議に分かれ「サイバー空間(国連第一委

員会)」について議論しました。私たちは北アフリカのチュ

ニジアを担当。アラブの春のきっかけとなったジャスミン

革命が起こった国であり、現在は民主化し人権が高く守

られている国です。 

 全日本大会の参加校は有名私立高ばかりでしたが、こ

れまでの準備、とりわけ練習会の企画をしてくださった神

戸女学院高等学部と灘高校のみなさんや、助言を下さ

った大阪大学の先輩、フランス語の翻訳を手伝ってくれ

た久留米大学付設高校の友人のお陰で自信を持って

会議に臨むことが出来ました。 

 会議は予想外のスタートから始まりました。一般的に、

会議の最初では着席した状態で各国の意見を整理する

ことから始まるのが通例ですが、今回はいきなり自由に

動き回って交渉する形が取られました。私たちは予想外

の事態にパニック状態になってしまい、協力したかったア

フリカ諸国との交渉はおろか話すら出来ないまま 1 日目

が終わってしまいました。 

2 日目は気を取り直し、議場全体とのコミュニケーショ

ンを取ることが出来ました。特に対立していた EU 諸国と

の交渉がスムーズに行えたのが大きかったです。結果と

しては、チュニジア大使としての意見が全面的に認めら

れた決議案が可決されました。 

 残念ながら優秀大使には選出されませんでしたが、一

生に一回の良い思い出となりました。 

 

ＳＧＨ 

Miyazaki-Ohmiya 

宮崎大宮 
× 

宮崎大宮高等学校 

文科情報科×ＳＧＨ通信 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

模擬国連を終えて 2I 髙妻勇希 

全国各地から集まった高校生が、各国の大使とし

て自国の利益を守るために交渉、合意形成を行う。

模擬国連は私にとって新鮮なものでした。結果を残す

ことはできませんでしたが、全日本大会という場に立

てたことだけでも、私にとっては貴重な経験となりまし

た。 

私が模擬国連に参加したのは全くの偶然でした。き

っかけは、橋本君から一緒に模擬国連に参加しない

かと誘いを受けたことです。それまで、私は国際政治

にほとんど関心を持っておらず、ニュースで見る程度

でした。もしあの時声をかけられていなかったら、模擬

国連に関わることは決してなかったのではないかと思

います。 

私は灘校での練習会と全日本大会の 2つに参加し

ました。参加していた高校生は議論や交渉に長けて

おり、特に全日本大会では開始直後から議場の雰囲

気に圧倒されました。しかしそれと同時に、合意を得

るための交渉力やその場で議論を組み立てる能力、

議論の流れに合わせて行動する臨機応変さなど、多

くのことを学びました。何より全国の高い能力を持った

高校生と関わったことは私にとって良い刺激になりま

した。 

私は模擬国連に参加して、その奥深さに気付きま

した。国際社会に関する知識や、英語力、議論する

力など総合的な能力が求められます。たった 2 回の

参加でしたが、興味があるという人がいた時にはこの

経験を伝えたいと思っています。最後に、私たちを支

えてくださった人全てに感謝申し上げます。 

 

模擬国連を終えて 2J 橋本康平 

8 か月間にわたる高校模擬国連全日本大会への

挑戦が終わり、ようやく終わったのかという安堵と、優

秀大使に選ばれなかった悔しさで複雑な気持ちでい

ます。そして、模擬国連に参加したいと思った昨年夏

はどう情報を得ればよいのかもわからなかったのです

が、偶然の出会いのおかげでここまでこれたことを不

思議に思います。 

 私は政治分野への興味があり、国連など国際政治

も例外ではありませんでした。そのせいか、自分がこ

れまで見聞したことが誰かの役に立っているという実

感が会議中に大きく感じられ、模擬国連の魅力にとり

つかれるのに時間はかかりませんでした。 

 部活動やSGHの探究活動の中での準備は、満足い

く量と質を確保することが難しかったし、特に部活動の

仲間には不在が多く迷惑をかけたかと思います。しか

し、模擬国連で得たもの―――英語力や説得力だけ

でなく、様々なところで活躍し輝いているかけがえのな

い仲間、グローバルな世界で活躍したいという目標―

――は、何物にも代え難い、貴重なものでした。この 8

か月を模擬国連にささげたことに悔いはありません。 

 今、私は後輩にこの魅力を伝えるべく、九州初の高

校模擬国連会議の運営に準備を進めています。3 月

末、福岡市で開催予定です。大宮の後輩、そして九

州の様々なポテンシャルを秘めた高校生にたくさん参

加してほしいと思います。最後に、これまで支えてくだ

さったすべての方々に感謝しまして、締めくくらせてい

ただきます。 

 

模擬国連を終えて 2I 髙妻勇希 

全国各地から集まった高校生が、各国の大使とし

て自国の利益を守るために交渉、合意形成を行う。

模擬国連は私にとって新鮮なものでした。結果を残す

ことはできませんでしたが、全日本大会という場に立

てたことだけでも、私にとっては貴重な経験となりまし

た。 
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宮崎大宮高等学校 文科情報科×ＳＧＨ通信  

本校への留学生アリーシャさん、短期留学の吉野くんの体験記 
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長期留学・短期留学 体験記 
ＳＧＨ 

Miyazaki-Ohmiya 

宮崎大宮 
× 

宮崎大宮高等学校 

文科情報科×ＳＧＨ通信 

アリーシャの本校留学体験記 

This year at Ohmiya has been an unbelievable 

experience. With a very welcoming atmosphere and 

hardworking staff and student body, I was able to 

grow and learn far more than expected. The fact that 

I was able to meet new friends and make lasting 

memories inspires me to be more outgoing and 

friendly no matter where I am. Having the courage 

to approach a new student, whether foreign or not, 

is impressive and from what I have seen here 

Ohmiya students certainly have courage in spades. 

Both the students and teachers were very patient 

with me despite my lack of fluency in Japanese. One 

of the most comforting and uplifting aspects of 

Ohmiya as a foreign exchange student was how 

friendly and considerate everybody was. 

Something that surprise me was the Tankyuu 

(humanities research) class in which students took 

surveys, conducted interviews, made presentations, 

and even did fieldwork in other countries in order to 

make Miyazaki a better place to live. I feel that 

schools often unintentionally put students into an 

unmotivated attitude. With learning taking place 

almost exclusively in classrooms, many students 

also “Why am I here? What’s the point?” However, 

a class such as the Tankyuu class here at Ohmiya 

creates a practical learning environment, bringing 

the wide gap between classroom lessons and real-

world application of knowledge. It was so exciting 

and inspiring to be apart of. 

taking place almost exclusively in classrooms, many 

students ask “Why am I here? What’s the point?” 

However, a class such as the Tankyuu class here at 

Ohmiya creates a practical learning environment, 

bridging the wide gap between classroom lessons 

and real-world application of knowledge. It was so 

exciting and inspiring to be a part of. 

Needless to say I am extremely grateful to 

everybody at Ohmiya for helping me and 

befriending me. I will never forget the memories I’ve 

made here and the lessons I’ve learned. 

（２年Ｊ級アリーシャ） 

2018 

January 
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短期留学体験記 

私は今夏、AIU 保険主催の高校生国際交流プログ

ラム、High School Diplomats (HSD) に参加しました。

このプログラムは、全国から選抜された 40 名の高校

生外交官が三週間、アメリカ東海岸を中心に、Tour, 

Homestay, Exchange の 3 つのプログラムパートに参

加します。Tour パートでは、ワシントン D.C.の要所を巡

り、アメリカの政治、経済、文化、歴史を学びます。

Homestay パートでは、バージニア州の現地家庭で過

ごしアメリカの日常生活を体験します。Exchange パー

トでは、プリンストン大学にて米国高校生と 10 日間一

緒に様々なアクティビティーに取り組み、国際交流を

越えた「人間交流」を体験します。 

私がこの 3 つのプログラムパートの中で最も印象的

だったのは、Tour パートです。ワシントン D.C.では、米

国防省(Pentagon)、IMF、世界銀行などアメリカ、世界

の政治の中心機関を訪れることができました。ニュー

ヨークでは、国連、9/11 メモリアル、AIG本社（AIU 保

険 親会社）など幅広いアメリカの姿を見ることができ

ました。IMF、世銀、AIG 本社では、現地で働いている

日本人の方とお話する機会をいただきました。世界で

活躍するために必要な資質や、海外で働くことの魅力

など、そこで働いてこそわかる様々なことを教えていた

だけました。 

私はこの 3週間のプログラムを通して、多くのことを

学ぶことができました。アメリカのことはもちろんです

が、今まで知らなかった自分自身を知ることができま

した。今の自分の強みは何で、何が足りていないのか

を気づくことができました。海外に行くときに、留学する

ときに最も壁となるのは、やはり言語です。英語ができ

る、それ以上のアドバンテージはないと思います。で

も、私が今思うのは、たとえ英語ができなくても、海外

に行くべきだということです。言語はあくまで、コミュニ

ケーションのツールに過ぎません。コミュニケーション

の本質は、何を伝えるかということです。相手と向き合

が、今まで知らなかった自分自身を知ることができ

ました。今の自分の強みは何で、何が足りていないの

かを気づくことができました。海外に行くときに、留学

するときに最も壁となるのは、やはり言語です。英語が

できる、それ以上のアドバンテージはないと思います。

でも、私が今思うのは、たとえ英語ができなくても、海

外に行くべきだということです。言語はあくまで、コミュ

ニケーションのツールに過ぎません。コミュニケーショ

ンの本質は、何を伝えるかということです。相手と向き

合って、頑張って自分の意見を伝えようとすることが

大切だと思います。もちろんまだまだ、英語力が足りな

い部分もあります。自分自身プログラム中、英語力の

ない故に何度も辛く、悔しい思いをしました。しかし、

私たちにはまだ時間があります。上手く伝えられなか

ったというその経験をばねに、さらに英語を勉強して

話せるようになれば、その経験には大いに有意義なも

のになります。私は、この学生の間に海外に行くこと、

留学することに大きな意味があると思います。トビタテ

留学 JAPAN の広告に、「留学したことを後悔している

人に、会ったことがない。」というものがありますが、本

当にその通りだと思います。留学をすれば、大きく世

界観が変わりますし、今まで知らなかった自分、みん

なとは違う自分になるができます。得しかないと思い

ます。今は、留学を支援する多くの制度、プログラム

があります。是非、そういうものを活用して、日本を飛

び出す挑戦をしてみてはどうでしょうか？？ 

（２Ｊ 吉野光陽） 
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投票審査について 

本日お越しいただいた皆様には、ポスターセッションの審査をしていただきます。受付でお渡しし

た投票券をご覧ください。投票券は審査内容の異なる６種類があります。各審査項目に最も適当な

作品を選んでいただき、投票所の封筒へ入れてください。また、本校のＳＧＨ事業に関するアンケ

ートを添付しました。今後の事業展開の参考にさせていただきますので、皆様のご意見をお聞かせ

ください。全てのチケットを使い終わった方には、“投票券６種セット（全カラーバリエーション）”を表

紙と交換いたしますので、探究発表会に参加された記念にお持ち帰りください。 

◆投票券◆                    

        ～審査６項目～ 
① 論理的思考 

確かなデータをもとに根拠を導き、それら

根拠を積み重ねて論理的に考え、揺るぎな

い真理に達したと評価できる発表者 

 

② 批判的思考  

複数の課題や条件、または変化する状況

の中で、何がもっとも重要であるか、その核

心を決して見失わない発表者 

 

③ 複眼的思考 

課題解決のために自らが実行すべきと判

断したことを、様々な立場から客観的に考

えることができる思慮深い発表者 

 

④ 水 平 思 考 

誰も思いつかないような斬新なアイデアを

考えている、既存のものを異なる活用をす

るなど、アイデアがあふれる発表者 

 

⑤ 国 際 感 覚 

国外の様々な文化や価値観を知り、自国

内に限った観点ではなく、国際的な観点か

ら物事を考えることのできる感覚を持つ発

表者 

 

⑥ 表  現  力 

見やすさ・聞きやすさなど聴き手のことを考

え、楽しめる工夫を凝らし、自分が伝えたい

ことを的確に表現できる発表者聞く 

 

 

 

 

審査項目 

この投票券は、

審査６項目の

うち何につい

て審査いただ

くのかを示し

ています。 

審査項目の説明 

この投票券の審査項目につ

いての説明です。審査のと

きに参考にしてください。 

★点 

この投票券１枚の点

数です。参加者により

異なります。 

署名欄 

日頃から“自身の意見に責任を持

つ”ように指導しています。そのた

めの署名欄です。参加されたご自身

の審査に責任を持っていただくた

めの署名欄です。全員でグローバル

リーダーを育むための教育活動の

一環とご理解いただき、必ずご記名

ください。皆様もご協力ください。 

表面の人物について 

宮崎県の誇るグローバルリーダーに関する情報です。宮

崎県のホームページから引用しました。ぜひ、ホームペ

ージもご覧ください。 

投票理由記入欄 

投票した発表について、どこがよかったのかご記入くだ

さい。後でフィードバック時の生徒が読んで参考にする

資料と使います。教育の一環とご理解いただき、選ばれ

た理由について、必ずご意見をお書きください。 

 
 

～投票券のデザインについて～ 
 

投票券は生徒達が海外研修やさくらサイエンスで交流のあるアジアの紙幣を参考にデザインしました。表は生徒の目

標にしてほしいと願いを込めて、宮崎が誇るグローバル・リーダーを、ローカルな視点も忘れないグローバル・リーダーに

なってほしいと願いを込めて、故郷宮崎の名所を載せました。 
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１：投票券の使い方（審査の手順）について 

① パンフレットには「発表作品の要旨」と「展示パネル」が記されています。要旨を読み、聞きた

い発表のポスターナンバー（Ｐ１、Ｐ２など）を確認してください。 
 
② 気になるポスターの「展示パネル」のところに行きます。 
 
③ 発表者に「説明をお願いします」と声をかけてください。発表者から「説明しましょうか」と声を

掛けることもあります。 
  
④ 会場全体を見て回り、審査するためにできる限り多くの研究発表をお聞きください。 

【注意】１つの発表だけでは審査に公平性がなくなります。 
  
⑤ 各投票券を切り離して、各投票券に最もあったポスターセッションを選んでください。 

【注意】６種類の投票券は、それぞれ評価する項目が異なります。 
 
 
⑥ 投票券の表面に署名してください。 

【注意】グローバル人材に必要な“自身の意見に 

責任を持つ”ことを学ぶための教育環境 

づくりの一環です。皆様もご協力ください。 
  
⑦ 投票券の裏面に「どこが良かったか」と投票理由を 

具体的にご記入ください。 

【注意】メッセージは切り取り、後日の授業で生徒へ 

のフィードバック教材として活用します。 
  
⑧ ポスター投票所に行きます。 

【注意】混雑を避けるために２箇所用意してあります。 
 
⑨ 掲示されているミニポスターを確認して、その封筒に投票券を入れてください。 

【注意】入れ間違いにご注意ください。 

 

２：アンケート用紙の使い方について 

それぞれの投票券の最後にアンケート用紙があります。アンケート用紙を切り離し、質問にお

答えいただき、投票所のアンケート回収用の箱へご提出ください。 

 

３：自由コメント用紙の使い方について 

自由コメント用紙は、投票券と同様にコメントを記入し、それぞれの場所に提出してください。 
 

１：投票券を入れなかった“発表者”に対するコメント → 投票所の投票券を入れる封筒 
 

２：宮崎大宮高校ＳＧＨ研究開発事業に対するコメント → 投票所のアンケート回収用の箱 
 

４：表紙について 

“投票券”、“アンケート用紙”、“自由コメント用紙” の全てを使った方は、表紙を受付にご提

出ください。“投票券６種セット（全カラーバリエーション）” と交換いたします。 



 

13 

発表者規則 
 

１： 発表時間はフリータイム制とする。 
 

２： 発表者はポスターの両脇に２名までとする。 
 

３： ポスター以外の手持ち資料を用いた場外発表を禁じる。 
 

４： 手持ち資料・配付資料・展示物は持参を禁じる。  
 

５： ユニットの広告・資料・ミニポスターの掲示を禁じる。 
 

６： 各評価者に投票を強要する行為を禁じる。 
 

審査基準 

１： 投票券を用いた参加者による評価を行う。 
 

２： 評価は次の６項目とする。 
 

①論理的思考、②批判的思考、③複眼的思考、④水平思考、⑤国際感覚、⑥表現力  
 

３： 各評価者は下表の投票券を１枚ずつ持っている。なお、☆の数は各評価者に応じて異なっ

ている。各投票券は最も的確なポスターに投票される。 
 
 論理 批判 水平 複眼 国際 表現 

宮崎大宮高校在学生 １☆ １☆ １☆ １☆ １☆ １☆ 

宮崎大宮高校文科情報科２年生の家族・親戚 ３☆ ３☆ ３☆ ３☆ ３☆ ３☆ 

宮崎大宮高校職員 ５☆ ５☆ ５☆ ５☆ ５☆ ５☆ 

一般参加者（中学生） ３☆ ３☆ ３☆ ３☆ ３☆ ３☆ 

一般参加者（他校の高校生・中学高校の教員） ５☆ ５☆ ５☆ ５☆ ５☆ ５☆ 

一般参加者（その他の参加者） ５☆ ５☆ ５☆ ５☆ ５☆ ５☆ 

研究協力者（研究指導にご協力いただいた方） 10☆ 10☆ 10☆ 10☆ 10☆ 10☆ 

特別審査員（宮崎大宮高校が依頼した審査員） 10☆ 10☆ 10☆ 10☆ 10☆ 10☆ 
 

 
４：全ての投票券を集計し、以下の賞を決める。 

 
① 論理的思考において最も☆を集めた研究作品１点を「高木賞」とする。 

 
② 批判的思考において最も☆を集めた研究作品１点を「小村賞」とする。 

 
③ 複眼的思考において最も☆を集めた研究作品１点を「石井賞」とする。 

 
④ 水平思考において最も☆を集めた研究作品１点を「岩切賞」とする。 

 
⑤ 国際感覚において最も☆を集めた研究作品１点を「伊東賞」とする。 

 
⑥ 表現力において最も☆を集めた研究作品１点を「若山賞」とする。 

 
⑦ 総合☆数の最も多かった研究作品１点を「最優秀賞」、次点２作品を「優秀賞」とする。 

 
⑧ 研究協力者・特別審査員から☆を多く集めた作品の中から１点を大会事務局にて厳正

に審査・選出し、「審査員特別賞」とする。 
 

５： 同率の場合、大会事務局にて厳正に審査を行い、より的確と判断される作品に賞を与える。 
 

６： 全ての賞に「賞状」を、ただし表彰式では最優秀賞・優秀賞・審査員特別賞のみを表彰し、

これら三賞については「トロフィー」を授与する。 
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 作品タイトル一覧 
    
P 0１ 分別を楽しもう －ペットボトル分別の推進－ （ 松永秀文, 中村彩楓,  ） 
  

P 0２ 有機野菜の良さとは －ニンジンの成分分析を通して－ （ 齋藤桃花, 中城綾乃, 野中すず, 山本茉奈 ） 
  
P 0３ 全全全部吸着したい！ －流水中の硝酸イオンを活性炭で吸着－ 

（ 阿萬樹生, 髙島昇, 松迫朋弥, 保田壮輝 ） 
  
P 0４ キャンプもいいけど…もちっとおらんね！ －スポーツキャンプ客の行動特性の調査－ 

（ 河野日向子, 濱田彩花, 吉田なつめ ） 
 

P 0５ キッチンのあれが美しさを保つ？！ －スイートピーを使った延命効果の研究－ （ 上村茉由, 下村美琴 ） 
 

P 0６ 交通事故撲滅大作戦 －爺ちゃん婆ちゃん安心して歩けるよ－（ 藤﨑彩乃, 福永麗, 松本栞 ） 
 

P 0７ あなたに印象うえつけたい… －色による印象の変化について－（ 小川ひかり, 荻原美菜, 澁谷栞 ） 
 

P 0８ あなたは大丈夫?!若者のカラダの異常 （ 押川裕紀, 山下航暉 ） 
  
P 0９ 実録！高校生が見る男女の役割 －女性が働きやすい社会のために－ 

（ 河野由芽, 城戸美侑里, 脇田優華 ） 
 

P 10 思考力向上へのカギ （ 赤崎沙綾, 黒田綾菜, 桑野渚 ） 
 

P 11 Agriculture of Miyazaki －六次産業と宮崎の関わり－ （ 有村真緒, 後藤野乃佳, 原田絢泉 ） 
  
P 12 生活習慣病予防の少人数教室 －高校生の生活習慣病予防への一考察－ 

（ 助川拓実, 根井健心, 三輪響己, 村社優介 ） 
 

P 13 フィッシュオイルの可能性!!  －ストレス軽減のために－ （ 上野将大, 菊池孝輔, 森理 ） 
  
P 14 君の悩みは。 －生活実態と悩みの深い関係とは!? － 

（ 上水優海, 桑原雄夢, 蓑毛健太, 渡部優斗, ﾓﾑﾆｰﾃﾞｭﾌﾟﾘ ｱﾘｰｼｬ ） 
  
P 15 新たな観光のカタチ －出張来県者を通じた宮崎の魅力度向上－ 

（ 大野倫太朗, 大峯幸太, 橋本太河, 藤崎佑介 ） 
 
P 16 活性炭に硝酸イオンがくっつく。 －酸処理の影響と中和滴定からみた性質－ 

（ 奥野慎也, 村田隆範, 竹光詩歌, 橋口小町 ） 
 

P 17 高齢者が生きがいを感じられる町 －いきいきとしたみやざきへ－ （ 浅香有季, 大野真緒, 宗像知世 ） 
  
P 18 「そうだ、ここで働こう。」 －就職地選択における社会的要素の影響－ 

（ 髙妻勇希, 吉野光陽, 津曲杏奈, 長友佳奈子 ） 
 

P 19 地方の魅せ方向上委員会 －宮崎を PR 大国へ－ （ 阿部はるな, 小川幸奈, 酒井美友子 ） 
  
P 20 ブラックバスを家庭の味に －ブラックバスの出汁作り－  

（ 大前壱織, 木幡真太郎, 坂本侑翼, 椎慶一郎 ） 
 

P 21 『結』 －現代における地縁と伝統文化－ （ 甲斐文也, 曽我部智寛, 橋本康平, 清水奈実 ） 
 

P 22 お茶の香りでリラックス!? （ 梯明日翔, 原口雄世, 村田一真 ） 
  
P 23 Global TAKUAN project －相手国調査で作る県産品輸出プロセス－ 

（ 小山田晃輔, 横尾亮太朗, 岩﨑綾香, 佐藤歩 ） 
  
P 24 宮崎牛の実態をのぞいてみた！ －流通業者と消費者の調査分析を通して－ 

（ 富岡みいる, 長友玲央奈 ）  
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  P1                             
 

分別を楽しもう 

ペットボトル分別の推進  

 

松永秀文, 中村彩楓,  

 

環境面や経済面など、様々な理由からペットボトル

はキャップと分けて捨てる必要がある。しかし、コ

ンビニエンスストアのごみ箱を調査したところ、キ

ャップ専用のごみ箱があるにもかかわらず分別状況

は悪かった。そこで、分別について意識調査を校内

で実施した。すると、キャップの分別をしない人に

共通していた理由は「面倒くさいから」ということ

が分かった。そのような人々にも分別してもらう方

法として、ごみ箱のデザインに着目し分別率に変化

があるかを調査した。結果として、工夫が施された

キャップ専用のごみ箱を設置すると、明らかに分別

率が上昇していた。ごみ箱のデザインが人々の意識

に影響を与えると分かった。 

 
体育館ステージ 

第１投票所 第２投票所 

入口 

P1 P2 P4 P5 P7 P8 P10 P11 

P3 P6 P9 P12 

P15 P18 P21 P24 

P13 P14 P16 P17 P19 P20 P22 P23 

  P2                             

 

有機野菜の良さとは 

ニンジンの成分分析を通して  

 

齋藤桃花, 中城綾乃, 野中すず, 山本茉奈 

 

最近、有機野菜が注目されている。そこで有機野菜

と慣行野菜の成分の差をニンジンを用いて比較し

た。実験はアミノ酸全種類、カリウム、β―カロテ

ンの含有量を超臨界流体抽出クロマトグラフで調べ

た。その結果、アミノ酸は全体的に有機農法が多

く、グルタミンは 4 倍と最も多かった。カリウムは

有機農法が慣行農法の 1.44 倍、β―カロテンは慣行

農法が有機農法の 1.4 倍多かった。これらの成分の

差は土壌や品種、農法の違いによると考えられる。

以上の結果は、次の 2 つの可能性を示唆している。

①有機肥料が含むアミノ酸を野菜が吸収した可能

性。②有機野菜がアミノ酸を多く合成した可能性。

今後、詳細に研究して有機農法を宮崎の進展に役立

てたい。 

 

  P3                             

 

全全全部吸収したい！ 

流水中の硝酸イオンを活性炭で吸着  

 

阿萬樹生, 髙島昇, 松迫朋弥, 保田壮輝 

 

施肥や家畜の糞尿による地下水の硝酸イオン汚染は

生態系の崩壊や酸素欠乏症などの健康被害を引き起

こす大きな問題である。硝酸イオンで汚染された地

下水は川にも流入する。先輩方がおこなった静水中

での硝酸イオンの吸着についての実験を受け、私た

ちは川などの流水中における硝酸イオンの活性炭に

よる吸着について明らかにすべく実験を行った。実

験方法はベルヌーイの定理に基づいて考え、二つの

実験に取り組んだ。まず、一つ目は、硝酸イオンを

含む流水中に活性炭を沈め、流速による活性炭の硝

酸イオンの吸着量の変化を調べた。二つ目は、円筒

状の器に硝酸イオンを含む水溶液を注ぎ、その深さ

の変化、つまり圧力の変化による吸着量の変化を調

べた。 
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  P4                             

 

キャンプもいいけど…もちっとおらんね！ 

スポーツキャンプ客の行動特性の調査  

 

河野日向子, 濱田彩花, 吉田なつめ 

 

宮崎県のスポーツキャンプの訪問客は年々増加して

いるが、観光業にはあまり活気がなく、キャンプ客

はキャンプ地のみを訪れる傾向にある。なぜ、他の

観光地には行かないのだろうか？そこで本研究で

は、キャンプ客の行動特性を明らかにしようと、県

内のスポーツキャンプ地でアンケート調査を実施し

た。その結果、県外客が多く、その中の約 85％はキ

ャンプ地まで車を使うということが分かった。さら

に、キャンプ地からの移動に使う、許容できる時間

は観光地へ行くよりも食事処へ行く方が短いという

ことが分かった。私たちは、これをはじめとする

様々なデータを活用し、キャンプ客がより長く宮崎

にとどまるための方法を考えようと思っている。 

 
体育館ステージ 

第１投票所 第２投票所 

入口 

P1 P2 P4 P5 P7 P8 P10 P11 

P3 P6 P9 P12 

P15 P18 P21 P24 

P13 P14 P16 P17 P19 P20 P22 P23 

  P5                             

 

キッチンのあれが美しさを保つ？！ 

スイートピーを使った延命効果の研究  

 

上村茉由, 下村美琴 

 

切り花は短命である。延命剤は売ってはいるが安価

ではなく、わざわざ買いに行く人も多くはいない。

私たちはそんな切り花を少しでも長く楽しんでもら

いたいと思い、家庭にあるものを延命剤の代わりと

して使う研究をした。バイオトロンを用いて条件を

設定し、水に様々な食料品を溶かし、それにスイー

トピーの切り花を入れ、花が枯れるまでの様子を観

察した。その結果、１０％の上白糖の有効性が証明

された。また、１１％以上になると原形質分離を起

こし、吸水出来なくなることも明らかにした。家庭

にあるものは手軽で、安心安全に使用することが出

来る。今後はこの結果を生かしてスイートピーだけ

にとどまらず、他の花への利用についても調べた

い。 

  P6                             

 

交通事故撲滅大作戦 

爺ちゃん婆ちゃん安心して歩けるよ  

 

藤﨑彩乃, 福永麗, 松本栞 

 

私たちは高齢者の事故を減らして安心して住める社

会をつくろうという目標のもとに、歩行者と自転車

走行者の意識と実態を調査し、道路構造の課題点を

明らかにした。その方法としてアンケート・インタ

ビュー調査を実施し、横断歩行時間が短いことや自

転車専用レーンの通行を守れていない生徒も多数い

ること、高校生の高齢者に対する印象と高齢者の自

己意識に差があることがわかった。そこで私たちは

歩行者と自転車走行者を徹底的に分離化することや

横断歩道を 2 段階に分けることで、高齢者にとって

も安全に通行できる環境になると考えた。高齢化に

伴い、高齢者の交通事故が増加している現状を改善

し、県民全員が住みよい社会を目指したい。 
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  P7                             

 

あなたに印象うえつけたい… 

色による印象の変化について  

 

小川ひかり, 荻原美菜, 澁谷栞 

 

宮崎県庁観光推進課は、“宮崎県＝神話”というイメ

ージ作りを行っている。私たちは、そのイメージを

より幅広い年齢層に広めるために、絵本を用いるこ

とを提唱したい。その上で、読者に印象を強く残す

ため、「色」に着目することで色によって印象(感情)

は変化するのか、変化する場合はどのように変化し

ているのかを探った。調査の結果、印象は色によっ

て変化していることが明らかになった。さらに、印

象(感情)をもっともよく表す色があることや、それ

らには系統がみられることなど、色によって受ける

印象が異なることも明らかになった。この研究結果

をさらに詳しく分析し、絵本を製作する際に活用し

たい。 

 
体育館ステージ 

第１投票所 第２投票所 

入口 

P1 P2 P4 P5 P7 P8 P10 P11 

P3 P6 P9 P12 

P15 P18 P21 P24 

P13 P14 P16 P17 P19 P20 P22 P23 

  P8                             

 

あなたは大丈夫?! 若者のカラダの異常 

 

 

押川裕紀, 山下航暉 

 

私たちは日常動作の改善により、ロコモティブシン

ドロームを予防・改善できるのではないかと考え

た。そこで自分たちが普段無意識にやっている日常

動作と運動器との関係について調べるため、アンケ

ート調査を実施した。アンケートでは睡眠時間、よ

く利用するトイレの種類などの日常動作に関わるこ

とと、運動器については「握力」と「柔軟性」に絞

って調査をした。その結果、一部の日常動作と運動

器について関係があると判断できた。この結果から

は、ロコモティブシンドロームの原因がそれぞれの

日常動作にあるとは言い切れないが、これらの日常

動作の改善が、ロコモティブシンドロームの予防・

改善に繋がる可能性を見いだすことができた。 

 

  P9                             

 

実録！高校生が見る男女の役割 

女性が働きやすい社会のために  

 

河野由芽, 城戸美侑里, 脇田優華 

 

本研究は高校生を対象とした性別役割分担に対する

意識を明らかにするものである。これまでに大人を

対象とした性別役割分担についての意識調査は行わ

れているが、子どもを対象とした研究は少ない。本

研究は宮崎大宮高校 1 年生約 160 人を対象とした

「母親又は父親の出張・転勤・辞職」に関する意識

調査を行った。この調査を家事などの家庭的役割、

キャリアアップなどの経済的役割、そして精神的役

割の 3 つの点から分析した。その結果、母親と父親

の間に家庭的役割と精神的役割の点で差はなかっ

た。しかし、経済的役割の点では母親は父親よりも

経済的役割を求められていないことが分かった。 
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  P10                             

 

思考力向上へのカギ 

 

 

赤崎沙綾, 黒田綾菜, 桑野渚 

 

本県の大学入試センター試験の平均点が他県に比べ

て低いこと、それは、私たち高校生にとって身近な

問題であることから、学力分野に視点を置いて調査

することにした。そこで、「学力の三要素」のうち思

考力に的を絞って研究してきた。具体的には「思考

力向上には何が関係しているのか」を研究テーマと

し、論理クイズ、アンケート調査等を行った。その

結果、「運動時間」と「物事の考え方」とが思考力に

関係していることを見つけた。このことは、日々勉

学に励む私たちにとって、ひとつの手助けになるも

のと考える。今後は、その思考力を活かして、グロ

ーバル化の進む世界で活躍する人材となっていきた

い。 

 
体育館ステージ 

第１投票所 第２投票所 

入口 

P1 P2 P4 P5 P7 P8 P10 P11 

P3 P6 P9 P12 

P15 P18 P21 P24 

P13 P14 P16 P17 P19 P20 P22 P23 

  P11                            

 

Agriculture of Miyazaki 

六次産業と宮崎の関わり  

 

有村真緒, 後藤野乃佳, 原田絢泉 

私たちは宮崎の農家さんの利益をあげるために６次

産業化に目を向けました。実際に６次産業を行ってい

る農家さんにお話を伺い、公益財団法人農業振興公社

さんに 

インタビュー訪問した際に見せて頂いた資料から「宮

崎は他県に比べて農業産出額が高いにも関わらず食

料品製造出荷額が少ない」という現状を知りました。

そこで宮崎の農家さんにアンケートにご協力頂き、宮

崎が食料品の加工産業が盛んではない原因を調査し

ました。アンケートの内容は今の経営状況の満足度、

新しいことを始めることへの抵抗、宮崎の農業につい

てどう思うかなどで、「農家さんの想い」に触れるこ

とができました。 

 

  P12                            

 

生活習慣病予防の少人数教室 

高校生の生活習慣病予防への一考察  

 

助川拓実, 根井健心, 三輪響己, 村社優介 

 

私たちのグループでは、宮崎県の課題である生活習

慣病予防に関して、高校生のための効果的な啓発モ

デルづくりをテーマとして、研究を行いました。ま

ず、生徒にアンケートをしたところ、意識が低い理

由は、対象が広すぎて当事者意識が低い、自分は大

丈夫という根拠のない自信がある、などがあげられ

ました。そして、大宮高校の現状を調べるためにア

ンケート調査を行いました。このアンケート結果か

ら、大宮高校生は、平均的に推奨される睡眠時間よ

りも睡眠時間が短いなどの問題点が見つかりまし

た。この結果を踏まえて、ポスターによる啓発活動

を行い、ポスターの効果を調べるために再調査を行

いました。 
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  P13                            

 

フィッシュオイルの可能性!! 

ストレス軽減のために  

 

上野将大, 菊池孝輔, 森理 

 

私達は、宮崎県の高い自殺率を減らすために自殺の

原因で高い割合を占めるうつ病をはじめとした精神

疾患を予防する方法を研究しました。先行研究によ

ると、うつ病の多くはストレスによるものであるこ

とが分かっています。そこで、私達は身近な食べ物

を利用してこれを軽減できないかと思い、フィッシ

ュオイルに着目しました。これがうつ病患者の症状

を改善したという論文があり、うつ病に有効であれ

ば、その原因となるストレスの軽減にも有効なので

はないかという仮説のもとで実験しました。この結

果、フィッシュオイルはストレス軽減には作用して

おらず、何か別のものに作用して、うつ病の症状を

緩和している可能性があると考えました。 

 
体育館ステージ 

第１投票所 第２投票所 

入口 

P1 P2 P4 P5 P7 P8 P10 P11 

P3 P6 P9 P12 

P15 P18 P21 P24 

P13 P14 P16 P17 P19 P20 P22 P23 

  P14                            

 

君の悩みは。 

生活実態と悩みの深い関係とは!?  

 

上水優海, 桑原雄夢, 蓑毛健太, 

渡部優斗, ﾓﾑﾆｰﾃﾞｭﾌﾟﾘ ｱﾘｰｼｬ 

 

私たちは宮崎県の自殺率が全国に比べ高いことを知

り、宮崎の自殺率を低下させることを目指してい

る。本研究では事前の予想に基づき、これまでの生

活実態とストレスの相関を明らかにすることにし

た。宮崎大宮高校の１・２年生４１５名に協力して

もらい、主に小・中学生時からの生活実態に関する

アンケートを実施した。特に相関を示したのは睡眠

であった。調査前は、睡眠時間の少ない人の方がス

トレスを感じるだろうと予想した。実験の結果、睡

眠時間には大きな相関は見られなかったが、起床時

間のリズムの乱れには相関がみられた。このことか

ら、ストレスと生活のリズムには関係があるといえ

る。今後は、この結果を発信していこうと考えてい

る。 

 

  P15                            

 

新たな観光のカタチ 

出張来県者を通じた宮崎の魅力度向上  

 

大野倫太朗, 大峯幸太, 橋本太河, 藤崎佑介 

 

私たちは「ビジネス目的の客は観光目的の客に比べ

て宿泊客や県外からの来県客の割合が高い」ことか

ら宮崎県を活性化するためにビジネス目的の客に宮

崎県の魅力を発信することが効果的であると考え

た。そこで、宮崎県を訪れるビジネスマンの行動を

知るために来県経験のあるビジネスマンにアンケー

ト調査を実施し行動分析をおこなった。そこから来

県回数が多く年齢層の若いビジネスマンほど夕食後

さまざまな場所へ出かけていることがわかった。こ

れらの研究結果から若いビジネスマンに向けた観光

情報・周辺施設情報の提供をおこなって宮崎県の魅

力発信につなげられるのではないかと考えている。 
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  P16                            

 

活性炭に硝酸イオンがくっつく 

酸処理の影響と中和滴定からみた性質  

 

奥野慎也, 村田隆範, 竹光詩歌, 橋口小町 

 

農業の盛んな宮崎には施肥や家畜のし尿による硝酸

態窒素を原因とした水質・土壌汚染がある。そこで

我々は硝酸イオンの除去法について研究した。先輩

の研究から、身近なもので活性炭が最も吸着し、そ

れが化学的吸着をする可能性が示唆された。電気的

に中性な炭素が、負に帯電した硝酸イオンを吸着す

ることに疑問を持ち、実験を試みた。初めに塩酸で

酸処理した際、濾液の pH 調整がうまくいかなかっ

たため、活性炭の表面で何か起きていると考えた。

そこで、酸処理後の濾液の pH が塩基性、中性付

近、酸性の 3 種類を選択し、吸着量の変化を見た。

次に、これらの活性炭が入っている塩酸と塩酸のみ

を中和滴定し、グラフの交わりから表面官能基を考

察した。 

 
体育館ステージ 

第１投票所 第２投票所 

入口 

P1 P2 P4 P5 P7 P8 P10 P11 

P3 P6 P9 P12 
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  P17                            

 

高齢者が生きがいを感じられる町 

いきいきとしたみやざきへ  

 

浅香有季, 大野真緒, 宗像知世 

 

私たちの研究の目的は、高齢者の豊富な知識の活

用、そして独創的な研究を目指して「高齢者による

宮崎の活性化」を実現するために必要なことを明ら

かにすることである。文献調査、インタビュー調

査、アンケート調査を行った結果、他者との関わり

を通じて生きがいをつくることが必要なこと、社会

貢献をしやすい環境を整えること、などが高齢者に

とって重要であることがわかった。これらの発見か

ら、高齢者が自身の技能や知識を生かし、教育など

の分野で社会に貢献し、多世代とコミュニケーショ

ンをとることのできる「交流の場」があれば宮崎の

活性化を実現できるのではないか、と考えた。 今

後はより具体的な案を提言していく予定である。 

 

  P18                            

 

「そうだ、ここで働こう。」 

就職地選択における社会的要素の影響  

 

髙妻勇希, 吉野光陽, 津曲杏奈, 長友佳奈子 

 

本研究では、就職地選択の動向と社会的要素の相関

を明らかにし、若者（高校生・大学生）の地元定着

の可能性を探った。2 回のアンケート調査から、地

元での就職には、地元への愛着度（①住みやすさ②

近隣住民などの地域レベルでの交流・親交）が関わ

っているという結果が得られた。このことから、地

元住民のニーズに応えた公共交通機関・子育て・介

護サービスの向上や、地元住民限定の幅広いサービ

スの展開、地域の特異性を活かした活動、地元住民

と積極的に交流できるイベントの増加・参加促進に

より、地元生活の質や地元への帰属意識の向上が見

込めることが分かる。よって、地元への愛着度が高

まり、今後の地元での就職率の向上が期待できる。 
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  P19                            

 

地方の魅せ方向上委員会 

宮崎を PR 大国へ  

 

阿部はるな, 小川幸奈, 酒井美友子 

 

全国観光入込客統計より宮崎県の観光業は衰退して

いると言われている。宮崎県と観光業で成功している

県のパンフレットを比較し、宮崎県の観光業の改善点

を提言することが本研究の目的である。その結果、観

光業で成功している県のパンフレットは明確なテー

マがある一方、宮崎県のパンフレットには多くの情報

が詰め込まれており、統一感が見られなかった。この

ことから、観光業で成功している県は明確なテーマが

あり、それがイメージの定着に貢献していると考えら

れる。宮崎県の観光業の改善のためにはテーマを明確

化し、イメージを定着させる必要があると分かった。 

 
体育館ステージ 

第１投票所 第２投票所 
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  P20                            

 

ブラックバスを家庭の味に 

ブラックバスの出汁作り  

 

大前壱織, 木幡真太郎, 坂本侑翼, 椎慶一郎 

 

私達の班は現在、水産業と生態系に大きな被害を与

えているブラックバスを減らし、有効活用できない

かと考えました。そこで、家庭で幅広く使われてい

る出汁に注目し、ブラックバスを出汁にできないか

と考えました。研究方法としては、一般的に使われ

ている鯛出汁との対照実験を行いました。主な内容

としてはアミノ酸、脂肪酸、核酸関連物質の３つの

物質の成分を分析して成分比較を行いました。分析

の結果により、ブラックバス出汁の方が鯛出汁より

旨み成分が多く含まれていることが分かり、鯛出汁

よりブラックバスの方が出汁として優れているので

はないかと考えました。 

 

  P21                            

 

『結』 

現代における地縁と伝統文化  

 

甲斐文也, 曽我部智寛, 橋本康平, 清水奈実 

 

本研究は伝統文化とそれを支えてきた地縁の関係、

またその関係に影響を与えてきたものについて考察

したものである。地域の伝統文化の衰退が叫ばれて

久しいが、多くの先行研究は伝統文化と地縁の関係

性を示唆してきた。私たちはその関係性とは何なの

か解明し、インタビューや参与観察を経て、地縁・

伝統文化双方の衰退に際し現代化、特に働き方の変

化が影響していることを確認した。これらの結果を

もとにアブダクションの手法を用いて考察した結

果、現代化が引き起こした住民交流の減少が地縁と

伝統文化の衰退の主要な要因になっている一方、伝

統文化が U ターンのきっかけとなり地縁の維持に貢

献している例もある、との結論を出した。 
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  P22                            

 

お茶の香りでリラックス!? 

 

 

梯明日翔, 原口雄世, 村田一真 

 

お茶の香りにはリラックス効果があるといわれてい

る。私たちは、お茶のリラックス効果を唾液アミラ

ーゼ活性値で求めた。計算作業前後とお茶の香りを

嗅いだ後を比較した。さらに被験者へお茶の嗜好な

どをアンケート調査した。その結果、計算作業後に

アミラーゼ活性値が上昇した被験者のうち、お茶の

香りを嗅いで低下した人は６７％であった。すなわ

ち、お茶のリラックス効果はストレスを抱えている

人に有効である。また、自分ではリラックスしてい

ると思っていても、実際はストレスを抱えている場

合があることも明らかとなった。お茶の香りは、未

解明の成分が多く含まれており、未知なる可能性を

秘めている。今後のお茶の香りの研究に期待した

い。 
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P23                              

 

Global TAKUAN project 

相手国調査で作る県産品輸出プロセス  

 

小山田晃輔, 横尾亮太朗, 岩﨑綾香, 佐藤歩 

 

私たちは、県産品が海外の人に受け入れられやすく

なる方法を考えた。本研究では、たくあんを県産品

モデルとし、輸出国をベトナムと設定した。そこ

で、味覚センサを利用してベトナムの調味料の特徴

を科学的に分析した。その結果、ベトナムの調味料

は日本の調味料に比べ、強い旨味をもつことが分か

った。そのデータをもとに、コンピュータプログラ

ム、人間の舌、方程式の 3 つの方法を用いてたくあ

んを漬ける調味液を配合した。ベトナムの調味料の

平均の味に最も近づいたのはコンピュータプログラ

ムで、特定の１つの調味料に最も近づいたのは人間

の舌であった。この研究の手法により、他の県産食

品でも海外向けの味の開発が可能になると考える。 

 

  P24                            

 

宮崎牛の実態をのぞいてみた！ 

流通業者と消費者の調査分析を通して  

 

富岡みいる, 長友玲央奈 

 

「宮崎牛の魅力をもっと知りたい、もっと広めた

い」そんな想いから私たちの研究は始まった。精肉

店や JA を訪問させていただいたところ、私たちが

思う宮崎牛のイメージと訪問先の方々が思うイメー

ジとの間に違和感が生じた。そこで宮崎牛に関する

アンケートを作成し、得られた結果から流通業者と

消費者の間で宮崎牛に対する様々なギャップの存在

を明らかにした。さらに、それらのギャップについ

て検討し、『PR』、『固定観念』、『知識』の 3 つに分

類できることが分かった。私たちは、これらの 3 つ

の課題を流通業者と消費者の間から無くし、消費者

側はより宮崎牛に親しみを持ち、流通業者側はより

宮崎牛の魅力を広くアピールできると期待してい

る。 
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本校は、明治２１年に設置認可され尋常中学校に源を発し、本年度１２８年目を迎える歴史と伝統の

ある学校です。この間、約４万８千名余の方々が、この学舎を卒業され、県内はもとより国内外の各界、

各方面で活躍されています。学校の近隣には、宮崎神宮や県総合博物館美術館・図書館・芸術劇場等の

文化施設があり、学習環境に大変恵まれた所にあります。 
 

 現在、各学年、普通科８学級と文科情報科２学級が設置され、全校３０学級、１２１６名の生徒諸君

が、「稚心を去れ」・「自主自律」・「質実剛健」の大宮精神のもと、「高き夢」実現に向け、学業や部活動

等に日々励んでいます。部活動や生徒会活動なども大変盛んで、部活動・同好会への加入率は、各学年

とも８０％を超え、県内外の各種大会で多数入賞するなど、すばらしい成果を収めています。 
  

また、本校は一昨年度、国から研究指定を受けたＳＧＨ（ス－パ－グロ－バルハイスク－ル）アソシエイト校としての１年間

を経て平成２７度から平成３１年度までの５年間、ＳＧＨ指定校として本指定を受けることになりました。文科情報科の総合

的な学習の時間である「探究」を中心に、「国際社会で活躍できるグロ－バル・リ－ダ－の育成」を推進してまいります。 
  

校歌に謳われる「真理を探り、美にあこがれ、体を鍛え善を行う」活動を通して、志を高く自分に自信と誇りをもち、ふるさ

とを愛するとともに、柔軟な国際感覚と国家及び社会に貢献する気概と力を備えた、知・徳・体の調和のとれたたくましい人材

を育成することを教育方針に、今年度の重点目標として、 
  

１．「学び」の質を高める学習活動を通して、生徒の学力向上・進路実現を図る。 

  ２．自己存在感の高揚のもと、キャリア教育を推進する。 

  ３．学校・家庭・地域・同窓会等との連携を通して、信頼される学校づくりを推進する。 

  ４．開かれた学校作りと対話を通して、学校力と教師力の向上を図る。 
 

を掲げ、教職員一同が心を一つにして、「卒啄同時」の指導を心がけるとともに、生徒が満足し、保護者や県民に信頼される学

校づくりに邁進しています。 
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