
ガリレオプランⅡ
各ゼミ紹介 



化学ゼミ ゼミ概要 

◎ イグノーベル賞とは・・・ 

◎ 摂南大学    薬学部  荒木 良太（複合薬物解析学研究室） 
◎ 立命館大学 生命科学部  花﨑 友則（有機材料化学研究室）  
◎ 立命館大学 生命科学部  髙木 一好（環境計測化学研究室） 

   「人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究」 
               に対して与えられるノーベル賞のパロディー 



生物ゼミ ゼミ概要 

研究テーマについて （2018年度） 
 
(1)  センチュウのにおいの反応と遺伝子の関係 
   ～センチュウで、病気や食品の鮮度の判定できるように～ 
 
(2) ゼブラフィッシュの再生実験の応用 
    ～再生を速める物質を見つけて術後の回復を速めたい～ 
 
(3) モリンガの効果を高めるもの 
   ～安価で効果の高い化粧水を作る～ 
 
(4) DNAの突然変異の促進と抑制に関する物質について 
   ～DNAの損傷を防ぐ方法を探す～ 
 
(5) 未来へ一歩！自然の電池 
   ～身近な素材（昆虫や植物）を使ったバイオ電池の作成～ 
 
(6) プランクトン調査 
   ～プランクトンの分布と環境変化の関係性を探る～ 



情報科学ゼミ ゼミ概要 

【紹介】 
 現代の情報科学は、電子計算機（＝コンピュータ）自体について、および電子計算機が
応用される様々な分野を扱う。電子計算機は、論理回路の膨大な組み合わせで構成され
るハードウェアがプログラム（ソフトウェア）に従い動作するものである。現在の電子計算機
は、身近な電化製品や交通手段（鉄道、自動車など）にも利用されており、発達したデータ
通信技術とともに私たちの日常生活を支える重要な社会基盤となっている。 
【基礎研究（探究）】 
 １年次の「情報の科学」でハードウェアとソフトウェアの基礎知識を学んだ。情報科学の
多様な領域より希望する分野（電子回路、プログラミング、マルチメディア、ネットワークな
ど）を選択し、必要な知識・技能を習得するとともに研究例を調査する。 
【連携研究室紹介】 
大阪工業大学工学部電子情報通信工学科 藤村 真生 先生（マルチディア情報研究室） 
【研究活動】 
 数人のグループまたは個人で、選択した分野での疑問点や改良点を課題として活動を
進める。課題の例として、電子回路では模型自動車やロボットの制御、プログラミング・
データ処理ではアルゴリズムの効率化、マルチメディアでは画像や音声の処理・加工、
データ通信ではネットワーク通信などが考えられる。 



数理探究ゼミ ゼミ概要 



数理探究ゼミ ゼミ概要 



人文科学ゼミ/社会科学ゼミ ゼミ概要 

分野 人文科学 社会科学 

分科 

哲学 
芸術学 
文学 
言語学 
史学 
人文地理学 
文化人類学 

法学 
政治学 
経済学 
経営学 
社会学 
教育学 



人文科学ゼミ/社会科学ゼミ ゼミ概要 

２０１８年度研究テーマ一覧 
 
•東日本大震災から得た教訓 
•幸福と教育についての研究 
•日本とアメリカ 
•法律の是非 
•友好な関係の構築と維持 
•人を確実に騙す方法 
•日本人のマイナス思考について 



人文科学ゼミ/社会科学ゼミ 

１年間の流れ(２０１８年度版) 
 

各自研究したいテーマについて、先行研究(論文)を調べて、 
１人ずつ全員の前でプレゼンをする 
↓ 
プレゼンの結果が良かったテーマに絞って、 
希望に基づきグループを編成 
※１人でも自分のテーマをどうしてもしたければ、それでも可 
↓ 
仮説を設定したうえで、グループ毎に 
論文や文献を読んだりアンケート調査を行ったり応募したり 
・文化祭前：ゼミ内中間発表会 
・文化祭：中間発表 
↓ 
レジュメやパワーポイント作り 
・２学期終盤：レジュメを用いたゼミ内発表会 
・３学期：ゼミ内選考会 



物理ゼミ 

ﾓﾃﾞﾙﾛｹｯﾄ開発 

･ﾓﾃﾞﾙﾛｹｯﾄの作成 

ﾓﾃﾞﾙﾛｹｯﾄの仕組みをしり、より高く、 

より正確に飛ぶ構造を開発する！ 

･ﾓﾃﾞﾙﾛｹｯﾄ大会へ参加 

ﾓﾃﾞﾙﾛｹｯﾄ大会へ出場し、 

その成果を確認する！ 

･ﾓﾃﾞﾙﾛｹｯﾄの飛行ﾃﾞｰﾀ 

飛行に関する各ﾃﾞｰﾀを観測、 

測定し、ﾓﾃﾞﾙﾛｹｯﾄ開発に応用する！ 

ゼミ概要 



物理ゼミ 

ﾚｺﾞﾏｲﾝﾄﾞｽﾄｰﾑを使用した粘性測定 

･１年生企業探究の実証 

１年生の企業探究で考えた 

粘性に関する内容について検証 

･実験装置の作成 

ﾚｺﾞﾏｲﾝﾄﾞｽﾄｰﾑを使用した安価な 

実験装置作成とﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 

･測定方法の開発 

ﾚｺﾞﾏｲﾝﾄﾞｽﾄｰﾑに流れる電流を測定し、 

その変化による検証 



「物理学実験」    半導体の研究 

藤元 章 
大阪工業大学 工学部 一般教育科 応用物理 

物理ゼミ 担当・内容紹介 

火星移住計画 



グラフェン / In2O3複合型新規ガスセンサーの開発 

グラフェン 
スコッチテープ法 

酸化物ナノ粒子 
トルエン中の 
In2O3ナノ粒子 

ファンデルワールス 
ヘテロ接合 



物理ゼミ 4月・５月は基礎的な物理の実験をやろう！ 

力学：単振動 

力学    1～2テーマ 
電磁気学 1テーマ 
熱力学   1テーマ 

波動    1テーマ 

物理の基本を学ぶ。 
（教科書にも載っている） 

波動：光の干渉 

電磁気学：電流と磁界 



物理ゼミ 6月以降はいよいよ課題探求 

ペーパーエレクトロニクス 色素増感太陽電池 

例として 



ガリレオプランへのイノベーションゼミの概要 

これらのテーマに関して以下のように研究を進める 

1. 実際の企業、研究所や学会で研究されている高度なテーマを取り上げる 

2. 大学の研究室で大学の高価な実験装置を使って高精度な計測、解析や 

  課題についての考察検討を行う 

3. 1テーマ3名とし、少人数で研究テーマに取り組む 

4.  大学に出向いて大学教授、大学院生、4年生（卒研生）の指導を受ける 

5. 本年度は試行として大阪工業大学大宮校地の先生方のテーマを優先的に 

  選び、本ゼミの生徒の移動時間を最小限とした 

イノベーション関連の項目として、高校が選択した以下の3項目の主要テーマ
を 
取り上げる 
 ・ロボット、 ・エネルギー、 ・プラズマ 

2019年度のガリレオプランの物理ゼミの一部をイノベーションゼミとし、科学的
に 
高度なテーマについて研究する 
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1 プラズマを用いた水素燃料の製造 

プラズマを用いた 
水素製造器 

H2CH4

1. 研究目的：プラズマを活用したメタンからの水素製造について研究する 

水素製造特性 

条件 A 条件 B 

・ プラズマ改質法 (PRM) は温室効果ガス (CO2) を発生しないクリーンな水素製造方法 
・ 安価で小型高性能 （燃料電池の燃焼部、触媒が不要） 
・ 起動停止が容易 

メタン 
原料 プラズマ改質 C除去 

水素 
燃料 

4. 反応の概要  

2. 本研究の特徴 

3. 電気化学反応 

 一次反応 ： 2CH4 + n (e-)  → C2H2 + 3H2  二次反応 ： C2H2 + 3H2 + n (e-)  → 2C + 4H2 

水素発生 原料メタン 

5. 装置の概要  

大阪工業大学 工学部環境工学科  長田 教授 

＊プラズマ：気体を構成する分子が電離し陽イオンと 
                電子に分かれて運動している状態 

（水素は自動車などの燃料電池の燃料として使用される） 



2. 新しい導電性ポリマー材料の作製法とその特性の評価について研究する 
    

1. 研究目標：新しい導電性ポリマーの研究 
2. 研究背景： 
  ポリマー：一般的には絶縁体のポリマー 
  有機ポリマー：金属並みの導電性の半導体 
   （白川・MacDiamid・Heegerがこの発見で 
    ノーベル賞を受賞、2000年） 
3. 応用対象 
 ・透明タッチパネル、有機EL、リチウムイオン 
  電池の電極として研究が進んでいる 
 ・将来目標：センサー、バイオ燃料電池、 
  高性能リチウムイオン電池など 

電池評価テストセル 

4. 研究内容 
 (1) 導電性ポリマーの電解反応による合成 
   電解合成用の溶液中に微粒子を分散 
   電解重合用装置で導電性ポリマーの 
   フィルムを製造する 
   （パラメータ：電界条件、重合液の組成） 
 (2) 電気伝導度の測定  
 (3) 導電性ポリマーの物性計測 
   新しい複合フィルムの電気伝導度 
   以外の性質を計測する 
 (4) 応用研究 
   新しい蓄電池、バイオセンサーへの 
   応用について研究する 

タッチパネル リチウムイオン電池 

電気分解重合装置 

大阪工業大学 環境工学科 大澤利幸教授 

電解反応：電気分解による化学反応を用いた製造 
       や処理の方法 



３．自然エネルギー 風車性能の向上について研究しよう 

大阪工業大学 工学部機械工学科 宮部 教授 

1. 目的：風力発電用風車について 
      その性能向上技術を研究する 

北海道苫前町のウインド
ファーム 

淡路島の風車 

2. プロペラ型風車の構造 

エネルギー：人間の役に立つ仕事をする能力 

3. 原理：風車のエネルギー変換 

4. 研究内容 (1) 機械エネルギーの計測 

機械エネルギー=回転角速度×トルク 
風力エネルギー= f (風速、風車の面積) 

風車の 
効率 

これらの関係をラボ自動計測システムで計測、 
可視化する 



5. 研究内容 （2）  
ウイングレットによる風車性能向上 

(1) ウイングレットの適用 

   

（2）ウィングレットのはたらき 

ボーイング767-300ER 

航空機の翼性能向上に適用 
されている 

翼の先端で流れ
の巻き上がりを抑
え，強い渦ができ 
ないようにする 

（3）各種のウイングレット 

下記のような各種形状が研究されている 

風車性能試験 試験用風洞 

6. 研究内容（3） 

① 3Dプリンタによるウイングレット付き
翼の製作 
② 風車風洞を用いた試験 

ウイングレット 



突っついても倒れない！ 
二輪ロボットの不思議を調べてみよう！ 

･･･倒立振子 

・まず二輪ロボットに触れることによって、システ
ム・制御･情報に関する技術を実感します。 
・ロボットは自分が倒れないように、自分のおかれ
た状況を認知して、判断して、どう動いたらよいの
か決めています。 
・LEGOロボットを用いてこの原理と動きについて
研究します 

1. 基礎編：LEGOロボットに対する制御技術 

４．ロボットが倒れないようにあやつってみよう  
「システム」「制御」「情報」分野を研究してみよう！ 

大阪工業大学 工学部機械工学科 教授 牛田 俊 



2. 応用編：人型ロボットに対する制御技術 

歩いても倒れない！ 人型ロボットのバランス制御も二輪ロボットと同じ 
 
倒立振子の安定化制御（フィードバック制御）で達成できる！？ 

フィードバック制御：出力された結果を入力側に戻し、新たに出力をコントロールすること 

フィードバック制御   



 ５．作ろう 学ぼう ロボットの仕組み 

1. 目的：ロボットの製作を体験しロボットの 

    仕組みと動作の関係について研究する 

2. 実施内容 

 (1) ロボットのボディの製作 

  ボディの製作 

  ① ボディを3Dプリンタで製作 

  ② ボディにモータなどを組み込み 

    配線を行う 

  ③ロボットの本体を組み立てる 

(2) ロボットのプログラミング 

  ① プログラミングの学習 

  ② マイコンでロボットの運動制御用 

    のプログラムを作成 

(3) ロボット本体にマイコンを取り付けて 

  試行錯誤によりロボットに目標に合った 

  動きをさせる 

大阪工業大学 工学部電気電子システム工学科 田熊 准教授 



6. プラズマを用いたオゾンの生成と⽔質浄化への応用   

1.オゾン(O3)とは 

強い酸化力を持ちながら極めてクリーンな気
体塩素などの酸化剤のように環境に対する 
二次的な汚染を引き起こさない 
 

O O 

O 

116.8
° 

2.オゾンの利用：都市部での浄水処理場で使用 

東京都水道局 
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/suigen/topic/13.html 

オゾンは小さな雷（大気圧放電プラズマ）によって生成可能 

3.オゾンの作り方 

交流高電圧 

微小放電 

誘電体 

実際の放電の様子 

背後電極 

沿面放電 

線電極 

線電極の幅 
1.5mm程度 

空気中の酸素O2を 
放電プラズマ中の 
電子によって 

O3に作りかえる 

自作 
沿面放電 
電極 

エアポンプ 

処理水 

脱色前 脱色後 

高電圧 
発生回路 

空気 

オゾン＋空気 

オゾンによって脱色した処理水を 
分光光度計により定量的に評価 

オゾン水質浄
化：カビ臭物質
などの有機物を
オゾンで分解す
る 

高電圧が必要！（電気工学）   その発生には   

4. 水処理実験 

大気圧放電プラズマ，オゾン，水
処理について学習し，どうすれば
脱⾊効果が高まるのか調査します。 自分たちで沿面放電電極を自作しよう 

大阪工業大学 工学部電気電子システム工学科 見市准教授 



ゼミ選択について ゼミ概要 

No. 
受講 
人数 

担当者 

ゼミ 大学 学部学科 氏名 

① 3人 

イノベーションゼミ 工大 

工学部 環境工学科 長田 昭義 

イ
ノ
ベ

シ

ン
ラ
ボ 

② 3人 工学部 環境工学科 大澤 利幸 

③ 3人 工学部 機械工学科 宮部 正洋 

④ 3人 工学部 機械工学科 牛田 俊 

⑤ 3人 工学部 電気電子システム工学科 田熊 隆史 

⑥ 3人 工学部 電気電子システム工学科 見市 智昭 

⑦ 9人 物理ゼミ 工大  工学部 一般教育科 藤元  章 

⑧ 18人 化学ゼミ 摂大 薬学部 薬学科 荒木 良太 

⑨ 18人 生物ゼミ 摂大 理工学部 生命科学科 松尾 康光 

⑩ 9人 情報科学ゼミ 工大 工学部 電子情報通信工学科 藤村 真生 

⑪ 9人 数理探究ゼミ 工大 工学部 一般教育科 塚本 達也 

⑫ 9人 人文科学ゼミ 摂大 教務部 教職支援センター 吉田 佐治子 

⑬ 9人 社会科学ゼミ 摂大 教務部 教職支援センター 吉田 佐治子 

※各ゼミ、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾞﾐから第５希望まで選択してください。 
※基本３名を１チームとし、志望理由や進学希望を踏まえて選考します。 
※ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾞﾐ以外のゼミも必ず選択しておいてください。 
※授業時間以外に放課後も部活動のように活動します。 
※文系の生徒は人文科学か社会科学の選択になりますが、興味があるゼミでも構いません。 



ガリレオプラン（科学探究学習）  

研究テーマ例 

２年次に１週間の海外研修 
カナダ、アイルランド、シンガ
ポールの高校・大学と研究交流、
ホームステイ 
３年次に英語発表、論文作成 

科学探究授業 



JOSHO䡷䡮䡰䢙䡹䢈䡦䡭 



  ８月 
  対象 ２年生の希望者31名 
  ５日間21時間 学校にいながらにして留学体験 
  生徒５、６人に1名の留学生を配置 
  英語力だけでなく、英語でのディベート力、プレゼンテーショ  
  ン能力、英語論理的思考力、クリティカルシンキングも育成 

英語エンパワーメントプログラム 科学探究授業＆グローバル教育 



文化祭で中間発表 



ＩＣＴ公開授業（高校） 
ICT教育 

＆アクティブラーニング 


