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小中高生ポスターセッション 

 調査研究 

S01 佐渡市 真野地域の地層と化石 ジオサイトを活用した科学研究 

岩月隣平  渡邊智哉  逸見拓海（新潟県佐渡市立真野中学校） 

調査対象である真野地域は佐渡ジオパークにある 10 のジオサイトの中の西三川・砂金山ジオサイト及び国中・加茂湖

ジオサイトに位置している。砂金山と人々との関係を中心にストーリーが組まれ、日本海誕生と砂金山の形成過程、身

近な岩石（小泊石、椿尾石）の活用がメインのテーマとなっている。この他、本地域におけるジオサイトの特長として、

発達した海岸段丘を活用し、稲作や果実栽培などの農業が盛んに行われ、地形が人々の生活と密接にかかわっているこ

と、金銀鉱床を形成した中新世中期の特徴的な火山岩やその後の日本海誕生と拡大・深化に伴う生物（化石）の変遷が

認められること、国中平野の形成にかかわった砂州（砂丘）を確認できることなどが挙げられる。佐渡の成り立ちを考

察する上で重要な地質資源が多く見られる当ジオサイトにおいて、本研究では佐渡真野地域の地質の概要を知り、化石

をもとに古環境を推測することに焦点を当てた。 

調査の結果、日本海誕生時（17Ma～15Ma）の浅海性貝化石には、内湾的な種を多産する地域と岩礁性の巻貝類を多産

する地域があること、ケイソウ化石帯から中山層中部～河内層下部（9.3Ma～3.5Ma）が分布し、それ以降の河内層上部

～沢根層が欠如していることが明らかになった。 

今後は、日本海誕生時の地層である下戸層の分布を詳細に調べ、産出化石を分析し、古環境の変遷を検討することと、

小佐渡地域に河内層上部～沢根層が欠如していることを佐渡の成り立ちと関連付けて考察していきたいと考える。 

 

 

 

S02 アポイ岳の魅力 

田頭克教 畠山爽汰 上田幸花 岡田玲亜 上田結菜 伴萌花 

（北海道様似町立様似中学校） 

様似中学校では総合的な学習の時間を使い、「アポイドリームプロジェクト」と名付けられた取り組みを行っている。

かつて「花のアポイ」と言われた「アポイ岳」の自然の再生をめざし、住民の団体（アポイ岳ファンクラブ）や町役場、

大学と連携し、その高山植物を種から育て、試験地に植えるという取り組みである。 

今回、様似中学校の「ドリームプロジェクト」の内容や「アポイ岳」の説明、アポイ岳特有の岩、動植物、地域との

関わりなどに加え、世界ジオパークに認定されたことによる様々な変化、今後の動きなどについて調べたことを発表す

る。活動する中で自分たちも再発見していった「アポイ岳」に関する様々な魅力を多くの人に伝えていく。 
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S03 阿蘇火山の歴史と水の関係について 

田中幸菜 藤田彩花 三角園紗代（熊本県立阿蘇中央高等学校） 

私たちの阿蘇市にはふたつの自慢できるものがあります。ひとつは阿蘇山です。阿蘇山は、南北 25km、東西 18km に

及ぶ世界最大級の面積 380km2 の広大なカルデラ地形を形成し、その中に私たちが学ぶ阿蘇中央高校もあります。教室

の窓からは、恒に雄大な中央火口丘を望むことができ、噴き上げる噴煙からは、地球の胎動を感じることができます。 

もう一つの自慢は水です。4 月の熊本地震で大きな被害を受けた阿蘇神社の周辺には古くから湧き水が豊富で、近年

は 14 箇所の水基（みずき）が設置されています。水基とは、地元の人がより多くの方々においしい水を飲んでもらおう

と作った、石造りの湧水場のことです。最近では水基巡りをされる観光客も多くいらっしゃいます。 阿蘇のこうした

豊富な水資源と阿蘇山の火山活動には密接な関係があることを聞き、私たちはそれについて調べてみることにしました。 

阿蘇の中央火口丘群は、現在のカルデラが形成されたおよそ 9 万年前以降、多くの火山が噴火を繰り返してつくられ

ました。私たちの阿蘇中央高校阿蘇校舎から阿蘇神社方面にかけては、緩やかな下り坂となっていて、そこは中央火口

丘から流れ下った溶岩や土石流などによって形成されています。つまり、大きく見るとこの緩やかな坂は扇状地の末端

部にあたっていて、そこに中央火口丘群からの地下水が流れてきて、水基周辺で豊富な水が吹き出しているようです。 

このように、阿蘇火山の噴火の実態と、地下の地層の状況、そしてそれらと地下水との関係を明らかにできればと考

えています。 

私たちの発表に興味関心を持っていただき、また地震からの復興半ばにある熊本･阿蘇の魅力を、ご覧いただく皆さん

に感じていただけるよう頑張りたいと思います。 

S04 千本浜のクロマツ林面積は数十年間にどのように変化したか 

加藤輝一 勝又隆博 鈴木静男（沼津工業高等専門学校） 

千本浜はジオサイトの一つであり、そこに成立するクロマツ海岸林は、海岸から内陸部への砂の飛来を軽減するとと

もに、自然休養や風致等の機能を有するため、近隣住民にとって有用な存在です。近年、日本各地でクロマツの大量枯

死が報告されています。本研究では、千本浜に生育するクロマツの年代別植被面積を求め、各年代で発生した事象と照

らし合わせることで、どのような要因がクロマツ林の盛衰に影響を与えたかを考察しました。 

空中写真を画像解析することでクロマツ林の面積を求めました。国土地理院(電子国土 web)が公開している空中写真

四年代(1974 年～1978 年、1979 年～1983 年、1988 年～1990 年、2007 年～)の 1/10000 縮尺のものを用い、対象も沼津

港～片浜駅間の海岸林と範囲を絞りました。 

1974 年から 1983 年にかけて面積が増えていたのは、この期間に造成された防潮堤(天端高 17ｍ)が海からの強風と塩

分を阻止し、侵入できる環境が生まれたことにより、広葉樹などの自生ができるようになってきたからだと考えられま

す。その後クロマツ林面積は、ほぼ横ばいでしたが、1988 年から 2007 年以降にかけて減少に転じました。これは、沼

津市による松枯れ被害量と農薬散布の資料から、マツノザイセンチュウによるクロマツの甚大な被害が発生したこと、

夏の降雨量が極めて少ない年があったこと、台風による風倒被害があったことなどが挙げられます。以上のことから、

数十年間のクロマツ林面積の変化に影響を与えた要因を抽出しました。 
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S05 どのような植生や土地利用形態でシカやイノシシは出没するのか 

―沼津市における予備的調査― 

鍵山純一 太田裕斗 部谷和輝 鈴木静男（沼津工業高等専門学校） 

現在、野生鳥獣による農作物被害が全国で大きな問題となっています。この野生鳥獣による被害に対して農林水産省

をはじめ各市町は注意喚起を行っています。また、農作物被害金額の内訳ではシカとイノシシが全体の 5 割以上を占め

ています。今後、高齢化が進み、耕作放棄地が増えることによる人里への鳥獣の被害が予想されます。本研究では、シ

カとイノシシの捕獲・確認地点を解析し、どのような場所で頻発しているかの傾向を明らかにすることを試みました。 

沼津市において、10 種類の植生に分類した土地利用図を作成しました。次にシカとイノシシが出没または捕獲された

地点を先の土地利用図上に重ね合わせました。シカとイノシシの出没または捕獲地点から森林などの植生や水田などの

土地利用形態外縁までの最短距離をソフトウェアを用いて測量しました。これらに加えて土地利用図上にランダムに点

を発生させ、この点を出没または捕獲されていない地点としました。 

多重ロジスティック回帰分析により、シカは市街地、造成地、水田からの距離が近くなるほど発生確率が高くなりま

した。同様の解析により、イノシシは市街地、造成地、常緑広葉樹林、果樹園からの距離が近くなるほど発生確率が高

くなり、常緑針葉樹林からの距離が近くなるほど発生確率が低くなりました。 

今回は上記のような解析方法のご紹介をし、得られた結果からの考察と今後の検討事項を発表します。 

 

 

S06 森林バイオマスエネルギーの持続的活用にむけて 

山田怜央 伊藤凌 鈴木静男（沼津工業高等専門学校） 

日本の電力供給は、発電規模が大きい火力、水力などの集中型電源が主に占めているが、地域の電力供給安定化な

どから普及が進んでいるのが太陽光や風力などの分散型電源である。 

分散型電源の中でもバイオマス発電は、林業の衰退・市街地周辺の雑木林の荒廃といった社会的背景から注目を浴

びている。森林バイオマスは広く分散しているため林道から距離がある木を伐採することはコスト等の面から見て現

実的ではない。そのため、実際に森林バイオマスエネルギーの利用を各地域で考える為には、林道からの距離などの

地理的な条件を考慮した、その地域の森林が持つバイオマス発電の潜在能力を定量的に評価する必要がある。 

本研究では森林のバイオマスエネルギーを効率的に利用するための予備調査として、森林が多く存在する伊豆半島

北西部から沼津市北部にかけての森林を対象に地理情報システム(GIS)を用いることで、林道からの距離に応じて森林

を色分けした。また、これらの区分毎に沼津市の使用電力量に対するバイオマス発電の潜在量を求めた。 
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S07 三島競馬場痕跡探訪 

貴田尊士 四之宮魁杜 井関雄大（沼津工業高等専門学校） 

1950 年代三島に競馬場が存在した。本調査では三島競馬場の存在位置、存在時期、開催頻度等を調査し、古い資料の

蒐集および跡地の現状を探訪する。 

国土地理院が所有する 1952 年空中写真に三島競馬場の全容が映っている。この写真をもとに、コンピュータソフト

により現在の地図に競馬場の馬場をプロットし位置をあきらかにする。ハンディ GPS ナビゲータを使用して、できるだ

け馬場に沿って移動し現状の写真を撮影する。三島市市立図書館、国会図書館デジタルコンテンツ、Web サイト等によ

り沿革、開催状況等を調査する。 

調査の結果以下のことが明らかになった。 

1. 初期の常設の競馬場は⾧泉町の鮎壺から本宿にあった。いわゆる草競馬のようなものであったと思われる。昭和７

年の古地図にそれらしき記載があり、おおむねその位置を推定できた。 

2. その後、伊豆⾧岡に県指定の公の競馬場を開設されたが、業績不振により２年で閉鎖された。 

3. ⾧泉町の竹原に三島競馬場が開設された。 

4. 現在の位置は、知徳高校敷地および竹原グランドを斜めに横断している。馬券売り場は竹原グランド内部の北側か

ら北の住宅地に位置していた。唯一残された痕跡として馬頭観音が存在する 

5. ⾧泉町史には初開催は昭和 13 年と記載されていたが、郵便葉書の記念消印および地方競馬年鑑 14 年度版（国会図

書館蔵）により、初開催日は昭和 12 年 10 月 13 日であることが分かった。 

6. 馬場の幅について 50m と記載している文献と 27m とする文献がある。空中写真から計測した結果 27m のほうが妥

当であることが明らかになった。 

7. １回の開催における総収入は、現在の価値に換算すると 1,000 万円から 4,000 万円であった。 

 

 

S08 伊豆半島東岸における生態系の多様性に関する調査 

早瀬龍一 大内淳平 太田拓実 成生博人 田畑永遠 

（静岡県立熱海高等学校 理科課題研究 魚類班） 

 

周囲を海に囲まれた日本は、古くから漁業が栄えてきた。特に静岡県は水産県として有名で、全国第 4 位の水揚げを

誇っている。中でも伊豆半島は、地元の漁民だけでなく全国各地から多くの釣り人が訪れる日本屈指の漁場である。こ

の豊かな漁場は、伊豆半島の特徴的な地形と深く関連している。本州から太平洋に突き出た伊豆半島は黒潮の影響を受

ける他、半島の両側の海底は急激に落ち込んでいることも豊かな漁場形成に繋がっていることが考えられる。 

そこで今回は、伊豆半島東岸北部における定置網漁によって漁獲される魚種の季節的な種組成の変動について調べる

ことで、資源量の豊富さについての調査を行う。また、水産的価値の低い魚種についてもどのような魚種が生息してい

るのかを調査し、種の多様性についても調査を行う。 
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S09 三南トープ報告書 2016 ～ミシマバイカモ編～ 

坂倉颯大  加藤朱希 渡邉光貴 御園生ひな 浅賀友希 小林優花 白須秀作 

（三島南高等学校 サイエンス部） 

 

本校では開かれた学校作りの目的の１つとして、誰でも観賞できる三南トープが設置されています。井戸の改修工事

により良質な地下水を安定的に池に供給できていることから、昨年 8 月に湿地帯を増設し絶滅危惧種のミシマバイカモ

を植えました。ミシマバイカモは、日当たりのよい冷たい清流の中だけに育つ水生植物で、市内の川や湧水地に自生し

ていましたが、湧水の減少により県のレッドリストで絶滅危惧種Ⅱ類に指定されました。現在では市内の限定された場

所でのみ繁殖が見られます。 

初めは湿地帯の泥の上ではミシマバイカモの葉が汚れてしまい、成長が見られませんでしたが砂利を敷くことで、汚

れを防ぎました。また、カラスが水中昆虫を求めて株をつつくため根が荒されてしまう様子が見られました。その為、

くいを打ちネットを張ることで、防止することができました。その後は数輪の花が開花している様子が観察できるよう

になり、このことから、ミシマバイカモがしっかり根付いたことがわかりました。それ以降も日に日に葉や花が増えて

いく様子がみられ、順調に成長していることがわかりました。３月から５月にかけて花の開花数がとても多くなり、ミ

シマバイカモの特徴である浮葉も初めて観察できました。 

しかし 6 月頃から花の開花数の増加が見られなくなりました。葉の一部分を試験的に間引きを行った結果、数か月後

には葉の増殖とともに花の開花も見られるようになり、このことから、ミシマバイカモの葉の密集は開花数を減少させ

ることがわかりました。また、下流における株の繁殖も急に見られるようになりました。これは上流のバイカモの繁殖

が盛んになったため、その葉や根によって泥がせき止められるため下流への泥の汚染を防いだためだと考えられます。 

ミシマバイカモの花の開花数は今では 1000 輪を超える日もあります。これほどの開花数が見られるのは、砂利を敷い

たり、ネットをかけたり、間引きをしたりと、その時の状態に合わせて工夫し手入れをしてきたからだといえます。ま

た何よりも三南トープの湿地帯に利用されている地下水（地下 48ｍから自噴）の温度・流量は増設された湿地帯の大き

さに適しており、ミシマバイカモが生育する環境として最適な条件がそろっていることが、この 1 年間の生育状況から

わかりました。 

 

S10 狩野川の水質調査 

浅野佑太 石田尚也 猪ノ原蓮也 宇津木眞（静岡県立沼津工業高等学校 物質工学科） 

 

狩野川上流より、五カ所の測定ポイントを決め、それぞれの場所で溶存酸素量と大腸菌群の測定を行った。測定点は

浄蓮の滝（天城）、修善寺橋（修善寺）、千歳橋（長岡）、あゆみ橋（沼津市内）、港大橋（沼津市河口部）である。

結果は以下のようである。 

〈溶存酸素量〉 

バクテリアや硫化物など汚染物質が多いところでは酸素がそれらに消費され溶存酸素が減少する。本調査では

修善寺の溶存酸素量が最大であり、順次河口に向かって減少しており、汚染物質が増加していることが伺える。 

〈大腸菌群数〉 
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大腸菌は環境中にも存在するが人間のし尿に含まれ、この数を測定することにより、川等がし尿によりどれほ

ど汚染されているか調べることができる。本調査では 

浄蓮の滝では大腸菌群数がゼロであり、汚染されていないことが確認できた。長岡まではほぼ横ばいで、沼津

市内に入ると大幅に増加し、都市部では大腸菌群数が極端に増加することが明らかになった。 

 

パネル （縦 85cm×横 60cm）２枚 

狩野川模型(高さ 75cm×幅 45cm×長さ 165cm) 

※水槽の水を循環させ、川の流れを再現します 

 

※本研究は平成 25 年の工業高校のイベントのために行われており、調査も当時のままです。現役の生徒が説明のみ行い

ます。 

 

S11 ウバメガシ林の分布調査による古狩野湾の復元 

Restoration of the ancient ″Kano Bay” by researching distribution of Quercus Phillytaeoides  

池田有希菜 小川凜太朗 米山彰香（静岡県立韮山高等学校） 

はじめに 

伊豆半島の田方平野には本来は海岸植物であるウバメガシの分布がみられる（図-1 内陸の分布を強調した）。これ

は、最終氷期後（約 6000 年前）にピークを迎え、海面が 2-3 メートル上昇したと言われる縄文海進時に海進とともにウ

バメガシが内陸部に移動してきたためであると考えられる。しかし、これまでに古狩野湾とウバメガシ林の分布を関連

付ける研究は行われていない。 

研究概要 

静岡県地理情報システムより狩野川中~下流域の過去のボーリングデータをダウンロー

ドし、GIS ソフトを利用して、貝殻または貝殻片の混入しているものをピックアップして

「古狩野湾」の広がりを推定する。また、航空写真及び赤色立体地図と重ね、ウバメガシ

林の分布を推定する。さらに実地調査によりウバメガシ林を確認し、確認されたウバメガ

シ林の分布を、並行して行う地質調査の結果と再度 GIS 上で比較し、古狩野湾の海岸線を

復元する。 

空中写真判読によるウバメガシ林の分布予想に先立ち、伊豆の国市大仁にある水晶山で

現地調査を行った。水晶山はウバメガシ林があることがすでに分かっており、且つ狩野川

の中流に位置することから現地調査の対象とした。ウバメガシは水晶山の中腹以上に生息

し、岩場に直接根を張っていた。また、ウバメガシと同様、海岸植生であるトベラも伴っ

ていた。現段階ではウバメガシ林の分布の予想までが完了している。 

終わりに 

現段階では実地調査でのウバメガシ林の確認は始めていないが、10 月 10 日の発表時ま

でには実地調査を行い、いくつかのウバメガシ林を確認・マッピングする予定である。最

終的には、来年２月頃を目途に地質情報とあわせ古狩野湾の海岸線を復元し、研究をまとめる予定である。 

参考文献 

静岡県地理情報システム https://www.gis.pref.shizuoka.jp 

航空写真及び赤色立体地図：国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所 

「第 7 回自然環境保全基礎調査植生調査 1/25,000 植生図 GIS データ」(環境省生物多様性センター) 

http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 

謝辞 

本研究を進めるにあたり、伊豆半島ジオパーク推進協議会事務局専任研究員、鈴木雄介様に、GIS ソフトの使い方を

はじめとするご指導、GIS データの提供及び調査へのご同行をいただいています。厚く御礼申し上げます。  

図
-1 
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S12 地質調査データの解析による古狩野湾の復元 

Restoration of the ancient ‟Kano Bay“ by researching the geological survey data 

 

鈴木圭菜 鈴木由紀 野田正太 日吉彩乃（静岡県立韮山高等学校） 

《はじめに》 

かつて最終間氷期に地球全体の温暖化によって海面が 2－3ｍ上昇したといわれる縄文海進が起きた。海進の時期には、

現在の伊豆半島の田方平野には海が入り込んでいたと考えられている。このことを初めて知り、実際にその根拠を探り

たいと興味を持ったので研究を始めた。 

《研究概要》 

本研究では、「静岡県 GIS 地理情報システム 地理情報マップ」に掲載されたボーリング調査データを用いた。対象

としたデータは、平成 22 年度から 27 年度に狩野川中~下流域で行われたものである。ボーリングデータ 122 本のうち

「貝殻片を混入する」と記載されたものを抽出したところ、46 本のボーリングデータに貝殻片が含まれていた。緯度経

度をもとに GIS を利用し分布図を作った。（図１参照） 伊豆の国市、函南町、清水町、

沼津市でとられたボーリングデータに貝殻片が混入する層が見つかった。貝殻の含まれた

データで最も標高が高かったのは坑口標高 15.7ｍだった。 

《考察》 

本研究では、貝殻片を含む地層を海底に堆積した地層の痕跡と判断している。その痕跡

である貝殻が現在の陸地に含まれるということから、かつて田方平野が海であったことが

推測できる。現在までの解析で、現在の狩野川河口から約 20km、標高 15.7m の地点まで

「古狩野湾」が入り込んでいたことがわかった。 

《おわりに》 

まだ研究途中なので、これからは標高に対する貝殻層の位置を断面図に表して、どこまで海水が到達していたかを検

証するとともに、貝殻層やその上下の地層分布を把握し、海進・海退に伴う地層の堆積状況変化も検討したい。また、

同じテーマで研究しているウバメガシ班と結果を重ね合わせ、より確かなものにしたい。この研究が、軟弱地盤の場所

を特定し、家を建てるところや地震の影響を受けやすいところなどを知ることに役立ってほしい。  

《参考文献》 

 静岡県地理情報システム http://www.gis.pref.shizuoka.jp 

《謝辞》  

 今回研究をする際に、多くのご指導、ご協力をしてくださっている伊豆半島ジオパーク推進協議会事務局専任研究員、

鈴木雄介様に心より感謝いたします。 

 

 

図１ 貝殻片の有無 
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S13 地域の廃線から学ぶ 

杉山新 川合智士 山武慧祐（沼津工業高等専門学校） 

かつてこの地域に存在し、丹那トンネルの開通にともなう三島駅の移転にともない廃線となった伊豆箱根鉄道三島（現

JR 東海 御殿場線 下土狩）―三島広小路の廃線跡を調査しました。 

短い区間でありながら当時鉄道が敷設されていたことを物語る遺構が各所にみられました。 

また、現在の土地区画にも当時の鉄道敷地の跡が鮮明にみられ興味深い調査結果でした。 

 

伊豆箱根鉄道の列車で三島に向かうと、三島広小路を出た列車はいったん左にカーブした後に大きく右にカーブして

三島へ向かいます。この急なカーブの理由は丹那トンネルの開通にともない三島駅が移転し、これあわせて伊豆箱根鉄

道の路線も変更されたためです。 

普段何気なく乗っている方も多いと思いますが、鉄道と地域の歴史を知りながら乗車されるとまた新しい発見がある

かもしれません。 

地域の街路を歩くときにも歴史を感じることができるかもしれません。 

 

私たちが歩いて目で見て確かめた当時の鉄道の跡を紹介させていただきます。 

 

S14 竹林はどれだけ拡大しているのか？ 

勝又隆博 鈴木静男（沼津工業高等専門学校） 

近年、日本各地で未管理竹林の拡大が報告されています。未管理竹林の拡大は、景観悪化や浅い地下茎が地盤を弱め

ることによる土砂崩れなどの災害を引き起こします。竹林の拡大は地主の高齢化や竹の利用の低迷などが原因として挙

げられています。静岡県では森の力再生事業として 10 年前から管理に力を入れていますが、成長が速いことや利用方法

が確立されていないことから問題は解決されておらず、竹林は拡大し続けています。本研究では、空中写真を用いて三

島市の森林を予備的に調査しました。調査は対象地域にある竹林の過去と近年の植被面積を求め、竹林の拡大の変化を

求めました。 

国土地理院（電子国土 web）が公開している空中写真二年代（1988 年～1990 年、2007 年～）の 1/5000 縮尺のもの

を用いました。三島市の森林約 1 km2 を予備的調査の対象としました。対象場所を選ぶ際に工夫したことは、Google マ

ップのストリートビューを用いることで、比較的多く竹林が広がっている場所を迅速に判断できたことです。竹林とほ

かの植生と比較して樹冠の反射率が明瞭に異なるため、カラー画像の色と形から竹林を判別できることが分かりました。

空中写真の竹林の範囲を線で囲み、囲まれた面積を竹林面積とし、二つの年代で竹林面積を比較することで竹林の増加

率を求めました。以上のことから、予備的に調査した竹林は、1988 年から 2007 年以降にかけて 5 倍強に増加していま

した。 
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 調査研究・商品開発 

SM01 放置竹林から資源を！タケからバイオエタノールをつくる 

大林蓮 小野田寛 加藤穂加（沼津工業高等専門学校 物質工学科） 

イネ科草木類のタケは成長が早いため、管理されていないタケが元来生息する樹木の生長を阻害する“放置竹林”の

問題が生じている。放置竹林は地下茎が平面的に浅く広がるため大雨や地震等で大規模な地滑りを起こす可能性があり、

防災上も問題を有している。伊豆半島においてもいくつかのNPOが拡大し、里山の荒廃を招く竹林の整備を行っており、

里山の保全を行っている。一方で伐採されたタケの有効利用法が求められており、現在は工芸品や竹炭などとして一部

利用されているに過ぎない。そこで、和 t 士たちは本校の実験実習で取得した生物機能の利用技術（糖化酵素とエタノ

ール発酵）を用いてタケから燃料、工業原料として利用可能なバイオエタノールを合成することを目的とした。 

静岡県沼津市の竹林よりモウソウチクを採取した。レッサーパンダが生後 3 年ほどのタケの葉のみを食べるという新

聞記事（静岡新聞 2016.7.17 朝刊）があり、タケを生物機能により交換するには、レッサーパンダの野生の修正から”

生後直後の葉“が糖化に適していると判断した。そこで伐採したタケより葉のみを採取し、ブレンダ―で粉砕後、酵素、

糖化を行った。その結果、4.68ｇ/L のグルコースを得ることが出来た。得られた糖化液に酵母 pichia を植菌し、エタノ

ール発酵を行い、本エタノール溶液を蒸留し、約 40％のエタノール溶液を得ることが出来たが、採算の問題があること

がわかった。 

 調査研究・魅力発信 

SA01 水のまち みしま ～なぜ三島の水はなくなったのか～ 

芹沢達也 森田愛美 伊藤優基（静岡県立三島北高等学校 郷土研究部） 

昭和 30 年代半ば、高度経済成長により三島市には工場が増加しました。その増加に伴い、河川上流域での企業の取水

や人口増加、森林の伐採など様々な理由で豊かな水量は激減し、川の汚れがひどくなりました。特に三島市内を流れる

源兵衛川や蓮沼川（通称宮さんの川）は、どぶ川のようなになりました。これは、三島の水がどこよりも多く、綺麗で

あったことの住民の水利用に関する甘さが原因です。現在のように、「水の都三島」とよばれるようになるまで、市民

が力を合わせ活動しました。汚れた三島の川をもう一度綺麗な川に蘇らせる活動を行ったのです。その活動に迫ります。 
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SA02 沼津の地域特性を活かした産学官連携による「深海プロジェクト活動」～～「海」

と拓く地域の未来～～ 

 

鈴木和馬 石川由輝斗 岡水楓人 稲葉凪 貝嶋志斗 金子直樹 阿形明音 

杉山結紀 高野舞 望月万里衣 桑田一穂 加藤亮大 小澤空 佐藤智晴（顧問 大津孝佳） 

（沼津工業高等専門学校 特別同好会『知財の TKY(寺子屋)』 深海プロジェクト） 

 

沼津高専では、地域の未来を担う産業人材育成を目的に、知

的財産教育活動として、サークル『知財の TKY(寺子屋)』を設立

し、60 名の学生が 8 つのプロジェクト活動を行っている。その

一つに「深海プロジェクト」があり、沼津市・ヤマハマリーナ

沼津の協力を得て、14 名の学生が取り組んだ。 

 

○海の底が見たい！ 

沼津市は日本一高い富士山と日本一深い駿河湾に近く、海へ

の関心が高い。しかし、10m 程度はダイビングでの映像、2000m

程度では深海映像があるが、沼津近郊の 100ｍ程度の映像は少な

い。そこで、リアルタイム観察ができる 200m ケーブルカメラ

システムを製作し、10m 程度での砂地・岩場での魚の様子、

30-50m のマリンスノー堆積の様子、100m 程度での植物や魚な

どの観察ができたとともに、映像データベースを産業や教育に

活用する。 

 

○海のロボットを作りたい！ 

海で見たこと、感じたことをロボットにして表現する「3D ブロ

ックロボット教室」に、幼小中学生が参加した。歩行生物ロボットなど独創的な作品もあり、地域と連携し、ブロッ

ク水族館をテーマとした創造教育を行う。 
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SA03 物質による熱反射率の差～なぜ反射炉はレンガなのか？～ 

 

山崎聖也 勝又玲菜 和田大二郎 室伏龍真 

（静岡県立韮山高等学校 理数科課題研究物理２班） 

 

私達の通う韮山高校の近くには韮山反射炉があります。反射炉では名前の通り、内部で熱を反射させることで高温を

作りだし、鉄などの金属を溶かし型に流し込んで成形します。私達はその熱の反射に注目し、どのような物質の熱反射

率が高いのか、どのような角度で熱が反射するのが効率が良いのかなどを調べています。 

実験方法としては、まず直方体の発泡スチロールの最も広い面を切り取り、そこに調べたいと物質を設置します。そ

してその面に対して垂直になるように、仕切り板をその面と隙間を開けて設置し、その左右にそれぞれ熱源と温度計を

置いて温度の上昇を計測するという方法を使っています。 

調べている素材は、鉄、アルミニウム、ステンレス、耐火レンガです。現在、韮山反射炉で使われていた伊豆石を使

ったレンガが入手できていませんが、入手出来ればそれも調べたいと考えています。 

 

SA04 源兵衛川の現状は？？ 

近藤真幸 中野偉慶 溝田多岐 鈴木愛梨 デモンドせりな（知徳高等学校） 

私たち知徳高校情報ビジネス科は、NPO 法人グラウンドワーク三島の方々と一緒に源兵衛川の清掃活動などを毎年お

こなっています。この活動も今年で４年目を迎えます。情報ビジネス科の１年生から３年生の希望者と先生方が一緒に

活動を行っています。清掃活動を中心におこなっていますが、この源兵衛川にはさまざまな生き物、そしてさまざまな

植物が生えています。 

そこで、源兵衛川の生態系に精通する専門家の先生にグラウンドワークの方にお願いをしていただき、今年の夏は第７

ゾーンにおいて環境モニタリング調査をおこないました。環境モニタリングといいますと、「ある一定の地域を定め、

その地域内の動植物の生態調査､大気、水、底質調査等に基づき、その環境の人への影響を評価」と言われます。私たち

の環境モニタリング調査では、２名の講師の先生方に来ていただき説明を聞き実際に調査をおこないました。まず植生

植物の分野です。常葉大学非常勤講師の菅原久夫先生に来ていただき、源兵衛川に多く生えている植物、外来植物の説

明を聞き、調査をおこないました。つぎに生物の分野です。常葉大学非常勤講師の加須屋真先生に来ていただき源兵衛

川に多くいる外来動物の繁殖などの説明を聞き、調査をおこないました。 

今回、お忙しい中２名の講師の先生方をはじめ NPO 法人グラウンドワーク三島の方々と一緒に第７ゾーンの調査を実

施し、水辺の動植物の生態系の現状を学ぶことができました。現状のままだと、今後外来動植物の繁茂・繁殖が進むと

思います。これからも環境モニタリング調査を継続しておこない源兵衛川に多くの人が来ていただけるような環境づく

りに貢献していきたいと思います。献していきたいと思います。 
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SA05 源兵衛川をきれいにしよう！！ 

近藤真幸 中野偉慶 溝田多岐 鈴木愛梨 デモンドせりな（知徳高等学校） 

私たち知徳高校情報ビジネス科は、NPO 法人グラウンドワーク三島の方々と一緒に源兵衛川の清掃活動などを毎年お

こなっています。この活動も今年で４年目を迎えます。情報ビジネス科の１年生から３年生の希望者と先生方が一緒に

活動を行っています。１回の活動時間は短いですが、源兵衛川の活動エリアは広いので、毎回活動場所、活動する仲間

も異なります。今年の夏も７月から９月にかけて活動を行いました。今年の夏は第３ゾーンと第７ゾーンを中心に活動

しています。 

第３ゾーンは三石神社付近です。三石神社といってもなかなか伝わりませんが「うなぎ桜家」さんの近くと言うとお

いしいうなぎの香りがイメージできるかもしれません。ここは、宿場町の歴史を感じ、水と人とのかかわりを体験する

ゾーンです。 

第７ゾーンは三島郵便局、三島消防本部付近です。すぐ近くに国道１号線もあります。ここは、市街地と農村地帯の

接続点として、人と自然・都市と農村のかかわりを感じるゾーンです。川岸の整備により、水際の環境が復元され、多

くの生き物とふれあうことができる場所です。私たちが活動する時にも鴨が優雅に泳いでいました。 

今年の夏はこのゾーンを中心に清掃活動をおこないました。ゾーンによって生えている植物も異なります。短い時間

の活動でしたが、グラウンドワークの方々と一緒に活動させていただき、清掃活動以外にも学校では学ぶことができ

ない多くのことを学ぶことができました。この源兵衛川の活動は私たちにとっても楽しみでもあり、清掃活動後は水

遊びをすることもあります。今年の活動は９月末で終わります。私たち３年生は知徳高校の生徒としての活動はこれ

で終わりますが、今度は OB として一緒に参加したいと考えています。 

 

 

 商品開発 

M01 熱海特産「だいだい」使用 泉（せん）ちゃんゼリー 

 

石川慶美 石橋晃誠 羽柴英美 近藤滋 

（静岡県立熱海高等学校 ビジネス観光類型） 

 

熱海伊東法人会との連携授業「起業家育成プロジェクト」にて誕生した泉ちゃんゼリーの開発経緯を発表する。地元

産物「だいだい」を使用した開発商品である。 
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M02 伊豆半島ジオパーク、世界認定への新たな挑戦！！ 

～２つの新商品開発が果たす役割とは～ 

大石麻帆 上田葵 米村真奈 山中章斗田中郁弥 山田穂乃花 鈴木花香 山田千遥（静岡県立伊東商業高等学校） 

 

2015 年 11 月 19 日、「伊豆半島ジオパーク世界加盟に関する中間報告」が発表された。そこで気になったものが、「早

期加盟の道は事実上、絶たれたと判断せざるを得ません。」という内容でした。しかし、この状況に屈することなく、

「伊豆は一つ」を合言葉に、伊豆半島全体で盛り上がりをみせていることもわかりました。 

そこで、商業高校に通う私たちにできることは何かを考え、「伊豆は一つ」の合言葉から、伊豆半島ジオパークの魅

力を凝縮した新商品開発を考えようと決めました。伊豆半島ジオパークを世界中の人たちに知ってもらうためには外国

人観光客をターゲットにしたお土産品が必要ではないかと考えました。伊東に訪れる外国人観光客で一番多く訪れる中

国人を中心としたアジア圏の外国人をターゲットにした「Geoccia（ジオッチャ）」というふりかけの開発、イタリアな

どのヨーロッパ圏の国の観光客をターゲットにした「ジオの方舟」というクッキーの開発に乗り出した。 

それぞれの商品開発には非常に多くの課題があり、商品化への道は厳しい状況である。今回のポスターセッションを

通じて多くの人たちに私たちの取り組みを知ってもらうと同時に、試作品については、試食をしてもらう中で様々な意

見を頂き、それをもとに企業への働きかけを行い、商品化に向けて取り組んでいきたいと思います。 

 

 

 

M03 『高校生発案！地域の特産物を使用したロングセラー商品への道』  

沼津餃茶～ぬまづギョーちゃ～ 

（地元愛鷹茶を使用し、沼津商業高校生が沼津商工会議所青年部・JA なんすんと共同開発） 

静岡県立沼津商業高等学校 総合ビジネス科・３年生経営コース 「沼商屋」 

（静岡県立沼津商業高等学校） 

 

本校総合ビジネス科３年生経営コースでは、昨年度、企業と共同でコラボ商品を開発し、１２月に実施する販売実習

「沼商屋」にて販売しました。私たちの先輩が行った沼津の和菓子屋とのコラボ商品「沼津ブッセ」は、地域のイベン

トや販売実習「沼商屋」で販売され、売れ行きも良く大好評でした。 

しかし、この商品は、現在販売されていません。先輩方は、地域を盛り上げようというコンセプトで、沼津の特産品

を使用した商品を開発しましたが、ロングヒット商品にするための課題は多いようです。これまでも本校は、企業と共

同し、多くの商品を開発してきましたが、なかなかロングセラー商品になりません。 

そこで、私たちは、先輩たちの意志を引き継ぎ、地域の特産物を使用した、長く地域に親しまれるロングセラー商品

の開発に本気で取り組むことにしました。 
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私たちは、マーケティングの授業で学んだＳＷＯＴ分析の手法を使い、現状分析を行い、戦略を考えました。また、

沼津商工会議所のネットワークで、本校に協力してくれる企業を紹介していただき、JA なんすんの地元特産品を使用し

た商品とするためにブレーンストーミングを行い、高校生の自由な発想で商品開発を進めました。 

その結果、伏見食品「富士山餃子」という餃子専門店に協力していただき、JA なんすんで取り扱う地元のお茶を使用

した斬新なアイディアの餃子を開発することができました。 

これから、『沼津餃茶』を地域に愛されるロングセラー商品とするために、商品を育て、広告と販売促進を行います。 

この度、日本ジオパーク伊豆半島大会において、『沼津餃茶』で使用した素材である地元の愛鷹茶をより深く研究し、

発表することにより、『沼津餃茶』と地域をしかりと結びつけたいと思います。 

 

 

 

 商品開発・魅力発信 

MA01 お菓子とエンターテイメントでジオパークを伝えよう！ 

久川あゆみ（日本大学三島高等学校） 

伊豆ジオパークが何なのか分からない人が多いのが現状です。そのため、まず伊豆ジオパークをみんなに知ってもら

うところから私は始めるべきだと思いました。では、どうやって知ってもらうか。私はお菓子を利用してみんなに伝え

ていけたらいいなと思っています。お菓子なら小さい子でも手に取りやすく学生もお菓子が大好きなので効果的だと思

います。具体的な内容は伊豆ジオパークの特徴である地層をイメージしたグミを売り出し、そのパッケージにわかりや

すく PR を加えるという内容です。案外高校生は値段も手頃なグミが好きなので手にとってくれる可能性は高いと思いま

す。それをコンビニや伊豆箱根鉄道、伊豆急行沿線の各駅で売ってみたいです。 

次に、グミを手に取って興味が出た方々がジオパークって面白い！と思えるための案です。 今年４月にできたジオリ

ア。伊豆ジオパークのミュージアムについてです。こんないい施設があるのに…まだあまり知られていません。私が夏

休みに行ったテキサスにはミュージアムがたくさんありました。あるミュージアムでテキサスの歴史をまとめた映像を

観て私は衝撃を受けました。まじめで退屈な映像だと思いきや、なんと映像に合わせて水が降ってきたり振動がしたり、

まるでディズニーランドのアトラクションのようでした。これはジオリアにも取り入れて良いのではないでしょうか。

来てくださった人の記憶に残るようなものを作りましょう。そして伊豆半島の成り立ちや素晴らしさ、伊豆半島はまさ

に生きている島だ！こんなに自然を凝縮したような場所はここにしかない！という事をみんなに伝えたいと思い、以上

のことを企画しました。 
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 魅力発信 

A01 伊豆総合高校のジオパーク活動の歩み 

大木雄一朗 藤井雄大（静岡県立伊豆総合高等学校 自然科学部） 

平成 22 年（2010 年）に開校した伊豆総合高校では、開校当時からジオパーク活動に取り組んできた。自然科学部で

の活動を中心にその歩みを紹介する。 

本校のジオパーク活動は、開講前年、静岡大学小山教授との運命的な出会いから始まった。伊豆半島ジオパークの産

声があがりつつある頃から、フィールドワークに出かけ、さらに全国最初ではないかと自負している高校生による小学

生へのジオ出前授業とジオツアーを実践した。小学生にわかるように様々な工夫を凝らし、成果は上々であった。 

しかし、ジオツアーでの各ジオサイトの説明は、小学生には言葉だけでは難しいことを痛感した。そこで、「小学生

にわかるジオツアー」をコンセプトに、ジオサイトを説明する「リーフレット」を作成した。高校生ならではの発想で、

クイズや 4 コマ漫画を掲載したリーフレットは、伊豆市内のジオサイトを中心に 7 種類完成した。 

さらに、小学校への出前授業において、遊びながらジオパークを学べる教材を開発しようと、まず「ジオカルタ」を

作製し、翌年には「ジオスゴロク」を開発した。どちらも、玩具ではなく教材であることを意識し、授業を進める高校

生の説明が生きるものとした。 

これらを用いたジオツアーや出前授業をいくつも実施した。その成果を認めていただき、静岡県や日本ジオパークか

らの表彰や、新聞社主催の地域再生大賞優秀賞を授与された。 

現在では、先輩から受け継いだ「ジオカルタ」と「ジオスゴロク」に改良を加えたり、キッチン火山実験を実践して

学校祭で披露したりと活動を続けている。 

 

A02 松崎高校サイエンス部 Geo Activity 

 

関 海斗 中村龍太 中谷海斗 美澤智也 石田大良 森田和樹 冨川友秀 

（静岡県立松崎高等学校 サイエンス部） 

 

本校サイエンス部は、５年前よりジオパーク活動を部活動に取り入れている。これまでに、保全活動やフィールドワ

ーク、ジオパークについて学べる教材の開発を行ってきた。本発表では、これまでに行ってきたジオパーク活動につい

て紹介し、調査研究以外の部活動としてのジオパークとの関わりについて発表する。 

ジオパークの活動の理念の一つとして「保全活動」が挙げられる。本校が位置する西伊豆地区には、伊豆半島最古の

地層の１つである「枕状溶岩」が存在する。この枕状溶岩を地域住民と共に清掃し、PR する活動を行っている。この地

層は、伊豆半島が海底火山時代の痕跡を示すものとして学術的に非常に大きな意味を有しており、後世に伝えていかな
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ければならないものである。サイエンス部では、地域の方と共に清掃を行うだけでなく、PR 用のパンフレットを作成し

広報活動も行っている。パンフレットは日本語版のほかに英語版も発行し、外国人にも理解してもらえるようにした。 

近くのジオサイトで活動を行うだけではなく、伊豆半島の内の他のジオサイトの学習を行っている。昨年度は伊豆市

の達磨山や伊東市の大室山、小室山などに赴き、海底火山の噴火によって作られた西伊豆地区の地形と陸上火山の噴火

によって作られた他地域との違いについて学習した。また、本年度は沼津市西浦でシュノーケリングを行い、海の地形

と海洋生物の関係について学んだ。 

その他に、地域の地形を模した「ジオスイーツ」や、地域文化を学習するツールである「ジオカルタ」の開発を行っ

ている。これらの活動は、自らが住む地域について学んだことを他者に発信する活動である。学んだことを他者に発表

することで、改めて西伊豆地区について知ることでき、地域に関する関心を高めることができる。昨年度は、世界ジオ

パークへの加盟審査での現地ガイドや、アジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウムにて発表も行って

いる。これらの発表はどちらも英語で行っており、情報を発信するだけでなく英語力の向上も見込まれる活動であり、

これから望まれる教科横断型学習の具体例としてあげることができる。 

 

 

A03 沼津のジオマップ 

杉山春来 武井耀一郎（静岡県立沼津東高等学校 地学部） 

伊豆半島ジオパークの中で数々のジオサイトが紹介されていますが、沼津にも沢山のジオサイトがあるのにもかかわ

らず、スポットライトはあまり当てられていません。そのせいか、沼津市民の伊豆半島ジオパークの認知度は低いよう

に思われます。そこで、我々沼津東高等学校地学部は、沼津のジオスポットの「魅力」を「発信」すべく沼津ジオマッ

プを作成しました。 

沼津市というと、伊豆半島が本州に衝突した後、第四紀沖積世に形成された新しい地形や、伊豆半島が本州に衝突す

る前の海底火山の名残である沼津アルプス、海底火山の火山灰で形成された美しい凝灰岩層が多く存在しています。伊

豆半島が本州に衝突する「前」の地形と、衝突した「後」の地形が隣り合わせに存在することとが、沼津市の全体的な

地質構造の特徴と言えます。 

他に目を向けてみましょう。千本砂丘と後背湿地の湧水帯と弥生時代の出土品の関係。多比の波食崖に見られる、ど

うしてあるのか解らない謎の火砕流層。口野の放水路付近にある石材として活用される白く美しい凝灰岩層と、口野の

切通しにある熱水変質によって緑色に変質した凝灰岩層のクロスラミナ。大瀬崎の神池の、すぐそばに海があるにも関

わらず淡水の池であることなど、沼津市には面白いジオサイトがたくさんあるのです。 

沼津市のジオサイトについて、様々な発見ができるようなポスターを部員と試行錯誤して作りました。このポスター

を見て、沼津市のジオサイトに関心を持っていただけたら幸いです。 
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A04 そのときに備えよ ～高校生が考える自主防災～ 

髙橋 美優（飛龍高等学校 食文化コース 2 年） 

飛龍高校は現在、静岡県沼津市の岡宮(共栄町)地域の防災拠点となっている。近年、多発している地震が静岡県で発

生した際に、本校に避難する方たちのために、若くて力のある高校生が率先して動ける技術を身に付ける必要があると

考えた。そこで、本校の食文化コースは、自主防災の取り組みの一つとして、ハイゼックス包装食（※）の無料配布を

行った。以上、活動の結果を発表したいと考えている。 

 

※ ハイゼックス包装袋とは、高密度ポリエチレン製の袋で熱に強い素材でできた袋である。この袋の中に食材を入れ、

加熱し調理することが出来る。特徴としては、(1)袋のまま持ち運びが出来るため、衛生的である。(2)包装食袋の中に入

れる水がきれいであれば、加熱用の水は生活用水や雨水などでも炊飯が行える。(3)袋の中は真空状態となる為、２～３

日常温での保存が可能である。 

 

 

 

 

 

 

A05 伊豆半島の魅力 

石田愛奈 上杉萌葉 上野加琳（日本大学三島高等学校 新聞部） 

私たち新聞部は現在、学校新聞を作成しています。 

その中で、伊豆半島について取り上げており、この新聞で本校生徒に伊豆半島の事を知ってもらいたいと考えていま

す。 

この夏、私たちは伊豆半島でたくさんの取材をしました。 

伊豆半島ジオパーク推進協議会の方々をはじめ、ジオに関わる様々な方達に話を伺うことができました。 

また、大室山、城ヶ崎海岸などを訪れ、歴史、自然、伝統に触れました。 

そこで知ることのできた伊豆半島の魅力を新聞部として、発表していきたいと考えています。 
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A06 ジオ散歩！溶岩と湧き水のまち三島を探検しよう 

ふじのくに子ども観光大使（静岡県／NPO 法人子ども未来） 

県内の小学生が三島のジオポイント（楽寿園、源兵衛川、白滝公園等）をめぐり、印象に残ったポイントの魅力を PR

する。 

9 月 18 日（日）に開催した「ふじのくに子ども観光大使認定講座『ジオ散歩！溶岩と湧き水のまち三島を探検しよう』」

において、子どもたち約 50 名が伊豆半島ジオパークの概要や三島のジオポイントの特徴について学んだ。 

三島市民文化会館で講義を受けた後、ジオガイドの案内のもと、国の天然記念物及び名勝に指定されている楽寿園を

はじめ、源兵衛川、鎌倉古道、水上通り、白滝公園、浅間神社をめぐる「ジオ散歩」を行った。このほか、三島の水を

当てる「利き水」や、印象に残ったポイントの魅力をイラスト化した観光はがきの作成などを行い、伊豆半島ジオパー

クのすばらしさを体感・学習した。 

子どもたちが地域の観光資源の魅力を学び、自ら発信することで、地域への誇りを育むとともに、次世代のジオパー

クを支える人材の育成に寄与した取組となった。 

なお、「ふじのくに子ども観光大使認定講座」は、観光に対する興味や理解を教育の早い段階から促し、地域の魅力

を発信できる担い手を育成することを目的として、平成 23 年度から静岡県と NPO 法人子ども未来の共催により実施し

ている県内小中学生向けの講座である。一定の条件を満たした参加者は、ふじのくに子ども観光大使に認定され、さら

に、条件を満たすと、三ツ星子ども観光大使となる。 

平成 27 年度末現在、ふじのくに子ども観光大使は 169 名（うち三ツ星子ども観光大使 29 名）が認定されている。 


