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Ⅰ はじめに 

１．大分舞鶴で行う課題研究とは 

  SSH 探究の「探究」とは、定まった答えがでない（出にくい）もの」について、試行錯誤を重ねながらその

本質や意義を見極めようとする活動です。皆さんは 1・２学期の探究講座やディベート大会を通して、調べた

り、考えたり、仲間と議論をしながら答えを見出して来たと思います。3 学期からは、１・２学期の体験を踏

まえて課題研究を行います。課題とは、解決していきたいと考えるテーマ（学習課題）です。例えば、「地球温

暖化を解決」や「町のゴミ問題の解決」などあります。今までの学習の過程や日常生活の中で生じる疑問や興

味を軸に課題を決め、その課題からリサーチクエスチョン（問題）（例えば「地球温暖化の原因は、本当に二酸

化炭素なのか？」や「町のゴミが増えた原因はなんでろう？」）を設定し、自分で考え、調べ、仲間と議論して、

リサーチクエスチョンの解決へと進む活動を行います。 

 

２．課題研究の特徴 

・自分で課題を決め、問題（リサーチクエスチョン）を考える。 

・自分で問題（リサーチクエスチョン）の解決方法を考える。 

・どこにも答えが明確に示されていない。 

・解決までに時間がかかる。 

・上手くにいくとは限らないので、忍耐が必要です。 

 

Ⅱ 課題研究の進め方 

  課題研究は、科学的な研究です。そのため、自分が設定したリサーチクエスチョンに対する仮説（自分が考

えた答え）を科学的に証明されることが要求されます。また、誰もが同じ手法で確かめことができ、何度でも

同じ結果が再現できる（研究の再現性）ことが求められることもあります（理系の研究では再現性が非常に重

要になります。再現性がそのまま研究の信憑性に繋がります。） 
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１．研究の背景となる調査を行う ～standing on the shoulder of giants～ 

課題・テーマが決定したら研究を行う準備として、多くの知識を得る必要があります。例えば、皆さんが

10＋10 という計算をするためには、数の知識と足し算の知識が必要になります。その知識を知らなかった

り、あやふやであると、正確な計算はできません。同様に皆さんの研究には、必ず知識が必要になります。

その知識を得る為に先人たちの知恵を借りることは、ともて重要なことです。その方法は、書籍やインター

ネットを利用したり、有識者に質問をしてアドバイスを受けたり様々です。ときには、この中でとても参考

になる調査方法が見つかることもあります。見つけたときは、積極的に利用してみましょう。研究が効率よ

く進みます。 

  ＊知識や情報の重要性は、ディベート大会でも学びましたよね？ 

 

〇インターネットを使っての情報収集 

  研究において、インターネットで情報を収集することは、とても有益なことです。インターネットで普通

に検索をしても多くの情報を得ることができますが、それらの情報の中には、信用のおけない情報も多く含

まれていることを忘れないようにしましょう。さて、学術的な論文などを検索したい場合は、どのようにす

れば良いでしょうか。以下のサイトが代表的な検索サイトですので、使ってみましょう。忘れがちになりま

すが、実際に図書室に行き、司書の先生に本の相談をすると、ともてよいヒントを得ることがあります。 

 

サイト名 説明 URL 

CiNii 日本語の論文検索サイト http://ci.nii.ac.jp/ 

J-STAGE JST が構築した論文検索サイト https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/ 

Google 

Scholar 

Google が運用している学術用

途での検索サイト 

https://scholar.google.co.jp/schhp?hl=ja 

 

ヒント：論文や書籍を利用したときに 

研究の参考にした文献は、論文を書くときに引用文献（論文を書くために参照・参考・引用した文献等につ

いて記載します）として記載することがルールです。どんな些細な利用でも記載することが研究者としてのマ

ナーです。その為に、調べた文献やサイトは、次のように記載してまとめておきましょう。これをしておくと、

論文を書くときにとても便利です。（最後のページに付録があります） 

 ・本の場合 

   著者名 （出版年）. タイトル 出版社 

 ・論文の場合 

   著者名 （発表年）. タイトル 雑誌名, 巻数, ページ 

 ・インターネットのサイトの場合 

   URL （人または組織名, アクセス年月日） 

  <例> http://www.asahi.com/articles/ASK4C44VQK4CUJHB005.html?iref=comtop_list_biz_t 

        → URL は、「http://www.asahi.com/」のみでよい。 

 

 ２．リサーチクエスチョンと仮説の設定 

   リサーチクエスチョンと仮説の関係は、問と答えの関係になります。勿論、ここでいう答えは、答えの見

通しであって必ずしも正解とは限りません。つまり、研究の結果、仮説通りになることもあれば、仮説通り

にならない場合もあります。例えば、テーマとして「町のゴミの量の変化とその背景にあること」としたと

します。この場合は、リサーチクエスチョンは「ゴミの量は、年々変化しているのか？また、変化している
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場合、その背景には何があるのか？（疑問形）」となり、仮説は「ゴミの量は、年々、増加している。その背

景には、町の人たちの大量消費がある（明瞭な説明）」とします。さて、この仮説が正しいかどうかは実際に

調査をしてみないと分かりません。なぜか皆さんは分かりますか？ 

 

ヒント：適切なリサーチクエスチョンへの道 

(1)漠然としたものから掘り下げる。 

   一度作成したリサーチクエスチョンを掘り下げることで、より適切なリサーチクエスチョンになります。

例えば、「地方の相対的貧困は子どもにどのような影響を与えるか？」は、「どこの？」「だれの？」「いつの？」

「どのように？」などの小さな問で掘り下げるとより具体的になります。掘り下げると次のようになります。

「大分県における相対的貧困は、中学校３年生の進学にどのような影響を与えるか？」。これだとかなり調

査がしやすくなったと思います。 

(2)分割する。 

   理系のリサーチクエスチョンは大きくなる傾向があります。その場合は、小さなリサーチクエスチョンに

分割しましょう。小さなリサーチクエスチョンの集合が大きな発見につながっていきます。 

 

ヒント：適切な仮説への道 

(1)研究対象についての観察や先行研究の知見（知識のこと）に基づいている。 

(2)根拠を示す。 

(3)実際に調査・実験で検証可能である。 

 

仮説を立てるときに仮定をせざる得ないときもあります。仮定とは、研究対象に関して、正しいと想定する

が、検証はしない（あるいはできない）もののことです。 

＜例＞  ﾘｻｰﾁｸｴｽﾁｮﾝ： 鳥類が〇▽〇ムシを捕食しないのはなぜか？ 

仮説   ： 鳥類は、昆虫の中で派手な色の種を避けて捕食する。 

仮定   ： 鳥類は、ヒトと同じように色を識別することができる。 

 

３．調査・実験によって検証する 

仮説が正しいものであるかどうかを判断するために調査や実験は欠かせないものです。課題研究で行われ

る調査や実験は、普段、みなさんが授業で行っている活動とは大きく異なる点が１つあります。それは、自

分で仮説の検証ができるように調査や実験の計画を立てる点です。普段の授業では、先生が授業の計画を立

て、皆さんに学んで欲しいことを決めていきます。しかし、課題研究は違います。調査や実験計画を疎かに

していると課題研究の失敗に繋がります。綿密な計画こそがよいデータを得るための重要なポイントです。 

 

〇実験の計画を立てるときに注意すべき点 

・仮説を検証するための変数は１つであり、他の条件は同じである。 

・可能な範囲で、変数が制御されている。 

・独立変数と従属変数が意識され、処理群では、独立変数だけを変えることができる。 

・サンプルの数や実験の回数は妥当である。 

・比較する対照が定まっている。 

・実験上の処理（操作）の影響を受けない対象（コントロール）を有する。 

・収集すべきデータが定まっていて、妥当である（後で、データを増やすことはできません） 

・実験期間中に障害となるものがない（休日に学校に入る必要がある）。 
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ヒント：データの種類 

実験において収集するデータの種類を考えることは重要です。可能な限り定量的なデータ（数値で表された

データ）を収集しておくとよいでしょう。また、収集したデータは、記録をするときに表などで体系的にまと

めておくとよいでしょう。 

データの種類 内容 例 

定性的データ 数値で表せない記述的なデータ 性別 

順位データ 段階的に順位をつけて表すデータ 家族内の出生順 

定量的データ 測定いたり計算したりすることのできるデータ 高さ、重さ、 

 ＊近年は、定性的なデータを数値化する技法も使われています。計量テキスト分析・テキストマイニングなど

と言われます。例えば、夏目漱石の「こころ」は、後半で「先生」と呼ばれる人物が自殺をします。先生の

自殺の直前だけを見ていると先生は、急激に自殺を決意しているように感じます。そこで、例えば、「先生の

自殺は突然なのか？」をリサーチクエスチョンとします。ここで計量テキスト分析を使うと次のように考え

ていくことができます。まず、死に関連する言葉が物語の上にも登場している箇所があることに気付きます。

そこで、より詳しく分析すると「上二四」と「上三五」に登場しています。つまり、先生は物語全体を通し

て死に執着していることが伺えます。 

 

 ヒント：変数の種類 

調査・実験では、ある変数の変化が他の変数におよぼす影響をみることが多くなります。変数には、独立変

数、従属変数、制御変数などがあります。それぞれの変数を意識することで、調査・実験計画の弱点などが見

えてくることがあります。 

変数 内容 例 

独立変数 自分で設定する。グラフの X 軸になることが多い。 気温 

従属変数 実験で測定する。グラフの Y 軸になることが多い。 葉の幅 

制御変数 実験の間、一定に制御できる要因。独立変数にすることも可能。  

 

＜例＞ 

 気温（独立変数）を５℃ずつ上げていくと、測定した葉の幅（従属変数）

は、大きくなっていく。 

他にも・・・ 

 学習時間（独立変数）が増えていくと、数学の得点（従属変数）が増えて

いく など 
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ヒント：調査・実験におけるコントロールの役割 

コントロールとは、調査・実験において標準となる、もしくは比較対象となる処理や群をさす。実験群と同

じであるが、調査者によって操作された変数を欠く点だけが異なり、実験群における反応がある特定の変数に

よるものであることを示すために用いられます。コントロールは、実験群と同じように準備され、同じ実験条

件に置かれ、同じ観察、同じ測定、同じ分析がなされます。これにより、実験群で観察された反応を信頼して

解釈することができます。 

 

４．結果を分析し結論を導く 

  得られた生データは、適切に処理され、既知（既に知れている）の知識をもとづいて考察されたのち、結論

を導く必要があります。得られた生データは、新たな表やグラフ（棒グラフ、折れ線グラフ、ヒストグラム、

円グラフ、カイトグラフ、散布図）に書き換えたり統計的に処理されたり（平均値、標準誤差、t 検定、X2 検

定）することが大切です。 

 

５．成果を報告する 

  データの収集と分析がおわるとその考察や結論を含めてレポートを作成することが大切です。レポートは、

簡単にまとめた報告書や記録としてレポート、学会等で発表するためのポスターや口頭発表（オーラルとも言

います）用のレポート、論文にまとめるレポート等があります。ポスター、口頭発表、論文などには、発表す

る学会や投稿雑誌によってある程度決まったフォーマットが存在します。 

 

〇報告書や記録としてレポート 

 報告書や記録としてレポートは、Word や Power Point で作成されることが一般的です。自分が行った調査・

実験の整理とそれを仲間と共有するために用います。また、ポスターや口頭発表、論文作成のときに利用すると

非常に便利です。ここでは、Power Point を用いたレポートの作成について説明します。 

 

 報告書や記録のレポートは、規則はありません。しかし、次の項目を入れて置くことが一般的です。 

 

 

 

 「③方法」は、詳しく記載する必要はなく、箇条書きで簡単に書きましょう。実験データは非常に重要です。

データの処理が必要な場合は、Excel を用いてしっかりと行って、レポートのそのグラフや表を貼り付けましょ

う。後回しは、絶対にダメです。必要なら写真を貼っておきましょう。 

 

以下は、Power Point で、レポート作成する場合の用紙の設定方法です。 

 

①デザインのタブを選択する。 

②リボンの中の「ページ設定」を選択する。 

①日時（期間） ②目的・ﾘｻｰﾁｸｴｽﾁｮﾝ・仮説 ③材料 ④方法 

⑤データ（表・グラフ・写真） ⑥考察 
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①A4 を選択する。 

②ここは、操作する必要はありません。 

③縦を選択する。 

最後に OK ボタンを押すと A4 のレイア

ウトになります。 

 

 

Ⅲ 日程 

日程 予定 場所 

1 月 21 日 課題研究方法論 体育館 

1 月 28 日 課題研究テーマを考える①（マッピングで自分の興味・関心を探る） 所属クラス 

2 月 25 日 課題研究テーマを考える②（GOALS の希望分野を選択） 所属クラス 

3 月 3 日 課題研究テーマを考える③ 

（GOALS ごとに集まり班の決定・マッピングを行いながらテーマを考える） 
指定クラス 

3 月 17 日 課題研究テーマを考える④（仮テーマの決定） 指定クラス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考・引用文献等】 

1. Tracey Greenwood 他, 後藤太一郎 訳, ワークブックで学ぶ生物実験の基礎,オーム社 

2. KH Coder3 チュートリアル, khcoder.net/kokori_slides.pdf 

3. 嶋田正和 他, 改訂版 生物基礎, 数研出版株式会社 

4. 樋口耕一, 社会調査のための計量テキスト分析, ナカニシヤ出版 
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SSH探究
課題研究

はじめに
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大分舞鶴で行う課題研究とは

•探究
定まった答えがでない（出にくい）ものについて、試行錯誤

を重ねながらその本質や意義を見極めようとする活動

•課題
解決していきたいと考えるテーマ（学習課題）

自分で考え、調べ、仲間と議論

課題研究の特徴

•自分で課題を決め、問題（リサーチクエスチョン）を考える。
•自分で問題（リサーチクエスチョン）の解決方法を考える。
•どこにも答えが明確に示されていない。
•解決までに時間がかかる。
•上手くにいくことは限らないので、忍耐が必要です。
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課題研究の進め方
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課題・テーマを考える

•興味・疑問をもつことは？
•先ずは、大枠でOK

①研究の背景となる調査を行う

１０＋１０＝

standing on the shoulder of giants

・書籍やインターネットの利用
・有識者への質問
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②リサーチクエスチョンと
仮説の設定

リサーチクエスチョン→ 問

仮説 → 答え

街のゴミ問題を解決したい。（事実：町のゴミが増えている）
→町のゴミが増えた原因はなんだろう？(リサーチクエスチョン)
→コンビニが増えて、多くのゴミが出始めた（仮説）

＊仮説は事実とは限らないので調査をする必要がある！

③調査・実験によって検証する

•仮説を検証するための変数は１つであり、他の条件は同じである。
•収集すべきデータが定まっていて、妥当である
→ 後で、データを増やすことはできません。

（過去には戻れません）

•実験期間中に障害となるものがない。
→ 休日に学校に入る必要がある。

（休日に学校に入れないとかも）

自分で仮説の検証ができるように
調査や実験の計画を立てる



2020/1/29

6

④結果を分析し結論を導く

得られた生データは、 適切に処理され、 既知の知識をもとづ
いて考察されたのち、 結論を導く

表・棒グラフ・折れ線グラフ・ヒストグラム・・・・

統計的な処理：平均値・標準誤差・ｔ検定・・・

植物の気温と葉の幅の関係
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夏目漱石のこころを読み解く

⑤成果を報告する

口頭発表 ポスター発表

パワーポイントによるスライドやポスターの作成
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今年度の予定

月日 活動内容

1月21日課題研究方法論

1月28日 ①課題研究のテーマを考える

2月25日 ②課題研究のテーマを考える

3月3日 ③課題研究のテーマを考える

3月17日課題研究のテーマを ④考える

来年度の課題研究に向けて計画的に進めていこう
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１．貧困をなくす

１）用紙の真ん中の円にGOALSを１つ選んで書く。

１．貧困をなくす

インドの国民

貧富の差

発展途上国

お金をあげる

お金の平等分配食事

２）関係があると思われる言葉をどんどん書く。
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2

１．貧困をなくす

インドの国民

貧富の差

発展途上国

お金をあげる

お金持ちの
ボランティア

国民の税金

お金の平等分配

国の体制

食事

貧困家庭

ちゃんとした
教育

高所得

差別

３）関係が深いと思われるものを囲む。

１．貧困をなくす

インドの国民

貧富の差

発展途上国

お金をあげる

お金持ちの
ボランティア

国民の税金

お金の平等分配

国の体制

食事

貧困家庭

ちゃんとした
教育

高所得

差別

国家の体制によって
貧困はなくなるのか？

分野１・10・16

ちゃんとした教育を
受けた人は高所得になり
貧困にならないのか？

分野１・４

４）囲んだものからテーマ・リサーチクエスチョン・仮説を考え、
そのテーマの関連GOALSを考える。


