
No1

NO 実施年度 学校名 分野 テーマ キーワード

1 R4 仙三 3 年生 医療 いかにして階段を上がらせるか 階段

2 R4 仙三 3 年生 医療 三高体操は意味があるのか 三高体操

3 R4 仙三 3 年生 医療 アフリカを蚊から救う アフリカ　蚊

4 R4 仙三 3 年生 医療 どのマスクが最も飛沫を防げるのか マスク　飛沫

5 R4 仙三 3 年生 医療 環境と安さを考えた日焼け止め 環境　日焼け止め

6 R4 仙三 3 年生 医療 自己肯定感を高め心を豊かにするための心のケアの提案 自己肯定感　ケア

7 R4 仙三 3 年生 医療 高校生の【褒め日記】 褒める

8 R4 仙三 3 年生 医療 音楽による睡眠の効率化 音楽　睡眠

9 R4 仙三 3 年生 医療 カフェインナップの有用性の検証 カフェインナップ

10 R4 仙三 2 年生 医療 脳をだまして糖質を削減しよう！！ 脳　糖質

11 R4 仙三 2 年生 医療 高校生が災害医療で活躍するために 災害医療

12 R4 仙三 2 年生 医療 創薬の流れをスムーズにするためには 創薬

13 R4 仙三 2 年生 医療 高校生運動部において効率的に筋疲労回復できる睡眠法とは 運動部　疲労回復

14 R4 仙三 2 年生 医療 シン・ナースコール 看護

15 R4 仙三 2 年生 医療 運動部の高校生を対象とした最強のご飯 運動部　ご飯

16 R4 古川黎明 2 年生 医療 在宅医療　～ホスピス？在宅医療？どっちを選ぶ？～ 在宅医療　ホスピス

17 R4 仙一 2 年生 英語 What is the real intention of O. Henry's works O. Henry，真意

18 R4 仙一 2 年生 英語 Should we do shadowing fast? シャドーイング，リスニング力向上

19 R4 仙一 2 年生 英語 Which poster do you like? teenager，interest

20 R4 仙一 2 年生 英語 Storytelling changes in Snow White based on social context Storytelling，restrictions

21 R4 仙一 2 年生 英語 To learn how native speakers pronounce intonation

22 R4 仙一 2 年生 英語 Effective way to improve English pronunciation Learing a theory

23 R4 仙一 2 年生 英語 Effective Way of memorizing words 単語暗記，日本語，フィンランド語

24 R4 仙一 2 年生 英語 English of students at Sendai Daiichi High School 比較の表現，熟語表現

25 R4 仙一 2 年生 英語 What is the difference in color image between Japanese and English? color image

26 R4 仙一 3 年生 英語 効果的な外国語単語の覚え方　An Effective Way to Memorize Words 単語学習，定着度

27 R4 仙一 1 年生 英語 リスニング後の復習の方法による効果の差 英語

28 R4 仙一 1 年生 英語 リスニングに最適な時間帯 英語

29 R4 仙一 1 年生 英語 リスニング力の向上 英語

30 R4 仙一 1 年生 英語 リスニング力を身につけるために 英語

31 R4 仙一 1 年生 英語 Writing vs Speaking ライティング・スピーキングとリスニング力の関係 英語

32 R4 仙一 1 年生 英語 音声付の学習による単語の習得とリスニング力向上の関係性 英語

33 R4 仙一 1 年生 英語 リスニングとメモの関係性 英語

34 R4 仙一 1 年生 英語 幼少期の英語経験とリスニング力の関係性 英語

35 R4 仙一 1 年生 英語 普段聞く英語の速度とリスニング能力の関係 英語

36 R4 仙一 1 年生 英語 英語リスニングにおけるメモの有無 英語

37 R4 仙一 1 年生 英語 リスニングテストでの最適な解き方 英語

38 R4 仙一 1 年生 英語 時間帯によるリスニング力の向上 英語

39 R4 多賀城 2 年生 英語 日本人の英語習得に潜む母語の影響～第二言語習得論に基づいて考える～ 英語　第二言語　修得

40 R4 古川黎明 2 年生 英語 幼児教育における英語教育の必要性と在り方 英語　教育　幼児

41 R4 古川黎明 2 年生 英語 英語学習における効果的な方法 英語　教育　学習

42 R4 仙一 2 年生 音楽 記憶に残りやすいＣＭフレーズの活用 CM，記憶

43 R4 多賀城 2 年生 音楽 睡眠と音の関係～起きやすい音はどんな音か～ 睡眠　音楽

44 R4 多賀城 2 年生 音楽 音楽は楽しむだけじゃない！～音楽で成績アップ～ 音楽　成績

45 R4 多賀城 2 年生 音楽 近い未来に流行る曲～曲調を予想する～ 曲調　流行

46 R4 多賀城 2 年生 音楽 音楽の効果とは？～記憶力との関係性～ 音楽　記憶力

47 R4 仙一 2 年生 化学 色素増感太陽電池の改良 色素，太陽電池

48 R4 仙一 2 年生 化学 鉛蓄電池の表面積増大による使用時間の延長 鉛蓄電池，サルフェージョン

宮城県SSH指定校における課題研究（探究活動）等テーマ一覧表（令和４年度実施分）

実施学年
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49 R4 仙一 2 年生 化学 抗菌作用のある食べ物について 抗菌作用，揮発性

50 R4 仙一 2 年生 化学 雑草からのエタノールの生成 バイオエタノール，糖化

51 R4 仙一 2 年生 化学 エマルジョン燃料に添加する界面活性剤による比較 エマルジョン燃料，疎水基

52 R4 仙三 3 年生 化学 銅合金の色調変化〜性質を探る〜 銅合金

53 R4 仙三 3 年生 化学 微生物による電気の生成 微生物　電気

54 R4 仙三 3 年生 化学 貝殻の真珠層表出研究 貝殻　真珠層

55 R4 仙三 2 年生 化学 白金の触媒反応をより身近に 白金　触媒

56 R4 仙三 2 年生 化学 線香花火の燃焼 線香花火

57 R4 仙三 2 年生 化学 柑橘類と蛍光 柑橘　蛍光

58 R4 多賀城 2 年生 化学 不幸な牛乳に救いの手を～牛乳に巣食う悪事から救う～ 牛乳　腐敗　生活 SDGs

59 R4 多賀城 2 年生 化学 素敵なシャボン玉を作ろう シャボン玉

60 R4 古川黎明 2 年生 化学 炭酸カルシウムのリーゼガング現象 炭酸カルシウム　リーゼガング現象

61 R4 古川黎明 2 年生 化学 クモの巣を場とした炭酸カルシウム晶析 炭酸カルシウム　クモの糸

62 R4 古川黎明 2 年生 化学 ジェルボール洗剤のフィルムが洗濯物や環境に及ぼす影響 ジェルボール　洗剤　環境

63 R4 古川黎明 2 年生 化学 最強のシャボン液を作る
～界面活性剤，増粘剤，保湿剤の配合比率の研究～ シャボン　界面活性剤　増粘剤　保湿剤

64 R4 仙三 3 年生 学習 文字の色と記憶力の関係はあるのか 文字の色　記憶力

65 R4 仙三 3 年生 学習 香りによって勉強の質はどう変わるか 香り　勉強

66 R4 仙三 3 年生 学習 五感を駆使して暗記科目に挑む 五感　暗記科目

67 R4 仙三 3 年生 学習 1/fゆらぎと勉強 ゆらぎ

68 R4 仙一 2 年生 家庭 高齢者のＱＯＬの向上 高齢者，生活向上

69 R4 仙三 3 年生 家庭 わかめからWAKAMEへ ワカメ

70 R4 仙三 3 年生 家庭 洗濯物とティッシュを一緒に洗濯してしまったときの対処法 選択　ティッシュ

71 R4 仙三 2 年生 家庭 わかめを世界に広げるために ワカメ

72 R4 仙三 2 年生 家庭 鞘食わない時代は終わりだ！ 鞘

73 R4 多賀城 2 年生 家庭 発見！ベストマッチング！～食事の時間をより良いものにしよう～ 食事　食べ合わせ

74 R4 多賀城 2 年生 家庭 食べる力＝生きる力 食事　栄養 SDGs

75 R4 多賀城 2 年生 家庭 マカロンの作り方 マカロン　製菓

76 R4 多賀城 2 年生 家庭 脳の活性化と飲料～採用の眠気覚ましはコレだ！～ 脳　眠気

77 R4 多賀城 2 年生 家庭 美肌getだぜ！～beauty&beauty～ 美肌

78 R4 古川黎明 2 年生 家庭 『衣服の大量廃棄を減らすには』
〜私たちが身近にできること〜 衣服　廃棄　SDGｓ

79 R4 古川黎明 2 年生 家庭 食品ロスに対する認識の実態から対策を考える
〜黎明生を対象とした調査を通して〜 SDGｓ　食品　ロス　廃棄

80 R4 古川黎明 2 年生 家庭 食物アレルギーについて
～アレルゲン除去食の提案～ アレルギー　アレルゲン　食

81 R4 古川黎明 2 年生 家庭 放射線治療・検査での母体・胎児への影響 放射線　母体　胎児

82 R4 仙三 3 年生 環境 人と自然を繋ぐ公園の設計 公園

83 R4 仙三 3 年生 環境 メリットをもつ外来種の探索 外来種

84 R4 仙三 3 年生 環境 エコ化の主役は緑のカーテン エコ　緑のカーテン

85 R4 仙三 3 年生 環境 地下式原子力発電所について 地下式　原子力発電

86 R4 仙三 3 年生 環境 家庭で実践しやすい風力発電方法を探る 風力発電

87 R4 仙三 3 年生 環境 宮城県の各地域によるゴミの分別・処理の違い ゴミ　分別　処理

88 R4 仙三 3 年生 環境 宮城の海を救え～ゲームを通しての海洋教育化～ 海洋教育

89 R4 仙三 2 年生 環境 進み続ける温暖化　海からのSOS 温暖化

90 R4 仙三 2 年生 環境 国産木材を無駄なく利用しよう！ 国産木材

91 R4 仙三 2 年生 環境 どうすれば災害に強い大堤公園をつくれるか。 災害　大堤公園

92 R4 仙三 2 年生 環境 仙台三高における土壌の状態とその考察 土壌

93 R4 仙三 2 年生 環境 七北田川のMPSについて 七北川　プラスチック

94 R4 仙三 2 年生 環境 湖沼に浮かぶゴミを減らす方法とは 沼　プラスチック

95 R4 仙三 2 年生 環境 紙ストロー以外の代替品でプラスチックストローを削減する方法とは プラスチックストロー

96 R4 仙三 2 年生 環境 七北田川における水質汚染の原因とは？ 七北川　水質汚染

97 R4 仙三 2 年生 環境 宮城県沖のマイクロプラスチック含有量からプラスチック問題解決の糸口を得る。 プラスチック

98 R4 仙三 3 年生 教育 読解力の伸ばし方 読解力
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99 R4 仙三 3 年生 教育 音楽による集中できる環境の提案 暗額　集中　環境

100 R4 仙三 3 年生 教育 時間割の見直しによる三高の学習改革 学習改革

101 R4 仙三 3 年生 教育 スマホ学習vs紙学習 スマホ　学習

102 R4 仙三 3 年生 教育 日本の高等英語教育の追究 英語　教育

103 R4 仙三 3 年生 教育 アンキパンに代わる暗記法を享受せよ アンキパン　暗記

104 R4 仙三 3 年生 教育 世界一行きたい学校 学校

105 R4 仙三 3 年生 教育 理想的なスマホの使用モデルの提供 スマホ　使用モデル

106 R4 仙三 3 年生 教育 オンライン授業が学習に与える影響と改善方法 オンライン授業

107 R4 仙三 3 年生 教育 主権者教育って知ってる？ 主権者教育

108 R4 仙三 3 年生 教育 ポモドーロテクニックを用いた学習法 ポモドーロテクニック

109 R4 仙三 2 年生 教育 高校生におけるスマホのジャンル別使用時間と記憶力の関係 スマホ　記憶力

110 R4 仙三 2 年生 教育 世界の女の子の識字率を上げるための提案 識字率　女子

111 R4 仙三 2 年生 教育 集中力の変化から考える最高の時間割 時間割　集中力

112 R4 仙三 2 年生 教育 好きがえがく新たな忘却曲線 忘却曲線

113 R4 仙三 2 年生 教育 英語難民を救え！　北欧から学ぶ新たな英語教育 英語　教育

114 R4 仙三 3 年生 経済 お金持ちin次世代社会 お金持ち

115 R4 仙三 2 年生 経済 学生の消費を増やすためには 学生　消費

116 R4 仙三 2 年生 経済 ローカルテーマパークへの集客のための提案 テーマパーク

117 R4 仙三 2 年生 経済 赤字の飲食店を救いたい 飲食店

118 R4 古川黎明 2 年生 経済 大崎市を観光で町おこしする 〜化女沼レジャーランドの開発を通して〜 地域　観光　化女沼　大崎

119 R4 古川黎明 2 年生 経済 金融教育アプリ「マネーまなびしゃす」のプランについて 金融　アプリ　マネー　まなびしゃす

120 R4 仙三 2 年生 工学 水の蒸発による発電は可能か 蒸発　発電

121 R4 仙三 2 年生 工学 地域の活性化につながる空き家の活用方法の提案 地域　活性化　空き家

122 R4 仙三 2 年生 工学 振動発電の活用場所や条件の提案 振動　発電

123 R4 仙三 2 年生 工学 金属ペンの弱点をカバーできるペン軸を探す 金属　ペン

124 R4 仙三 2 年生 工学 Bluetoothを用いた短距離通信による避難所運営円滑化 通信　避難所

125 R4 仙三 2 年生 工学 仕切りの可能性を探る 仕切り

126 R4 多賀城 2 年生 工学 自分達で作った電池と市販の電池を比較して災害時に役立てる 電池　災害 SDGs

127 R4 古川黎明 2 年生 工学 ほこりの効率的な掃除方法　～ほこりと湿度の関係について～ 掃除　清掃　ほこり　効率　湿度

128 R4 古川黎明 2 年生 工学 駐輪場における自転車の転倒問題を解決する
〜倒れにくい自転車の停め方とは？〜 駐車場　風　自転車　転倒

129 R4 古川黎明 2 年生 工学 Arduinoを用いた安価な簡易心電計の製作 心電図　Arudino

130 R4 古川黎明 2 年生 工学 プログラミングを用いたイノシシの捕獲方法 イノシシ　捕獲　システム

131 R4 古川黎明 2 年生 工学 Arduinoを用いた筋電義手の作成 Arduino　義手

132 R4 仙一 2 年生 公民 社会的手抜きと班人数の関係 社会的手抜き，班活動

133 R4 仙一 2 年生 公民 非行少年の更生　～よりよい社会を目指して制度の面から考える～ 非行少年，更生保護

134 R4 仙一 2 年生 公民 一目で分かる屋内地図の条件の提案　～一高の地図の改善から導く～ 屋内地図，カラーユニバーサルデザイン

135 R4 仙一 2 年生 公民 外国人介護士受け入れ制度の提案　～文化交流の機会の充実～ 外国人介護士，宗教

136 R4 仙一 2 年生 公民 インターネット投票導入に向けて インターネット投票，エストニア

137 R4 仙一 2 年生 公民 パッケージと官能評価 官能評価

138 R4 仙一 2 年生 公民 国会の男女議席数平等を目指して ジェンダー平等，女性の活躍

139 R4 仙一 1 年生 公民 遠隔診療の低普及の要因と拡大に向けての研究 公民

140 R4 仙一 1 年生 公民 日本のフードロスの現状と新しい改善策 公民

141 R4 仙一 1 年生 公民 Let's松島　過疎脱却！ 公民

142 R4 仙一 1 年生 公民 男女格差が発生する原因　 公民

143 R4 仙三 3 年生 公民 質問来てた，記憶力の向上の方法教えてください 記憶力

144 R4 仙三 3 年生 公民 災害に負けない新しい観光業のかたち 災害　観光業

145 R4 仙三 3 年生 公民 スマートフォンと自己肯定感 スマートフォン

146 R4 仙三 3 年生 公民 暗記パンより楽に暗記しよう 暗記　楽

147 R4 仙三 3 年生 公民 心理的効果による快適な部屋づくり 心理　快適　部屋

148 R4 仙三 3 年生 公民 冬の暖房の使用を抑えた暖かいリビングづくり 暖房　リビング
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149 R4 仙三 3 年生 公民 ゴミ箱補完計画 ゴミ箱

150 R4 仙三 3 年生 公民 新たなテレワークの形の提案 テレワーク

151 R4 仙三 3 年生 公民 最強熱中症対策飲料 熱中症

152 R4 仙三 2 年生 公民 仙台に適するCO2排出を抑える家の構造 仙台　CO2排出

153 R4 仙三 2 年生 公民 NEXT50　鶴ケ谷の未来に向けて 鶴ケ谷

154 R4 仙三 2 年生 公民 陸上生物の生態系の調査　大堤公園 陸上生物　大堤公園

155 R4 多賀城 2 年生 公民 現状の北方領土って知ってる？～日本の領土問題～ 北方領土　日本

156 R4 多賀城 2 年生 公民 経営の虎の巻！～マーケティングに組織経営を添えて～ 経営　マーケティング

157 R4 多賀城 2 年生 公民 ギャンブル依存症が将来に与える影響と対策 ギャンブル　影響

158 R4 古川黎明 2 年生 公民 吉野作造から見る現代社会の姿 吉野作蔵　現代社会　公民

159 R4 古川黎明 2 年生 公民 地方の医療をより良くするために 医療　地域　地方

160 R4 仙一 2 年生 国語 「全然＋肯定」の使われ方 全然，若者言葉

161 R4 仙一 2 年生 国語 「大丈夫」が表す心理的傾向 大丈夫，気遣い

162 R4 仙一 2 年生 国語 重言、なぜ使う？ 重言，誤用

163 R4 仙一 2 年生 国語 狐と人間の関係から探る新美南吉の文学作品の原点 狐，新美南吉

164 R4 仙一 2 年生 国語 宮沢賢治の猫の象徴 猫，宮沢賢治

165 R4 仙一 2 年生 国語 「,,,,,,ブウウーーーンンンーーーンンンン,,,,,,」　－夢野久作と文章表現－ オノマトペ，夢野久作

166 R4 仙一 2 年生 国語 紀貫之の和歌の特徴　ー『古今和歌集』からー 古今和歌集，紀貫之

167 R4 仙一 2 年生 国語 時代による幽霊，妖怪の存在の比較 幽霊，妖怪，今昔物語集

168 R4 仙一 1 年生 国語 流行語から「死語」へ 国語

169 R4 仙一 1 年生 国語 これからの流行語の傾向は予測可能か 国語

170 R4 仙一 1 年生 国語 「お前」の意味の変化について 国語

171 R4 仙一 1 年生 国語 若者の敬語について　－将来のための研究ー 国語

172 R4 仙一 1 年生 国語 日本語の変遷　愛の伝え方の変遷 国語

173 R4 仙一 1 年生 国語 ○○子の減少について 国語

174 R4 仙一 1 年生 国語 社会情勢や時代ごとの出来事と国語の教科書の変化の関係について 国語

175 R4 仙一 1 年生 国語 「うっかり」と「うっとり」の変遷 国語

176 R4 仙一 1 年生 国語 ＳＮＳ歴と言葉遣いの関係 国語

177 R4 仙一 1 年生 国語 古今異義語　‐ 消えた意味の行方 ‐ 国語

178 R4 仙一 1 年生 国語 日本人に響く言葉 国語

179 R4 仙一 1 年生 国語 次の流行語の予測 国語

180 R4 多賀城 2 年生 国語 コミュ力向上のすゝめ～今後に生かせる会話術～ 会話　印象

181 R4 仙三 2 年生 国際 三高でサスティナブルファッションを実現するには サスティナブル

182 R4 仙三 2 年生 国際 環境ボードゲームをつくろう 環境　ゲーム

183 R4 仙三 2 年生 国際 評定における絶対評価の是非について 評定　絶対評価

184 R4 仙三 2 年生 国際 Save Foreign Workers! 外国人　労働者

185 R4 仙三 2 年生 国際 めざせ「他人事」からの脱却！　ジェンダーの課題に関心をもつきっかけをつくろう 他人事　ジェンダー

186 R4 仙一 2 年生 災害 避難誘導看板の適切な設置場所の検討　―　名取市閖上地区の事例　― 津波，看板，避難誘導

187 R4 仙一 2 年生 災害 津波警報音による避難行動の促進 津波，避難，エリアメール

188 R4 仙一 2 年生 災害 災害時の簡易更衣室の提案 簡易更衣室，避難所

189 R4 仙一 2 年生 災害 避難所情報の正しい浸透　‐ 若者における指定避難所認知度向上のために - 指定避難所，情報

190 R4 仙一 2 年生 災害 珪藻土は浸水対策として有効か 珪藻土，浸水対策

191 R4 多賀城 2 年生 災害 美味しい災害食と備蓄 備蓄　災害食　古代米

192 R4 多賀城 2 年生 災害 避難所の在り方～睡眠環境が体に及ぼす影響～ 避難所　段ボールベッド

193 R4 多賀城 2 年生 災害 消波ブロックの形～オリジナルの方が優れてる～ 消波ブロック　津波

194 R4 多賀城 2 年生 災害 蔵王山～融雪型火山泥流におけるダムの有用性～ 火山　泥流　融雪

195 R4 多賀城 2 年生 災害 電車乗車時に地震が発生した際の行動について～JR仙石線を利用する方の安全を守るために～ 電車　避難行動

196 R4 多賀城 2 年生 災害 リアス海岸におけるより良い堤防の提案 リアス式海岸　堤防

197 R4 多賀城 2 年生 災害 伝承しないとダメで(ん)しょう!～震災を知らない世代へ～ 震災　伝承活動

198 R4 多賀城 2 年生 災害 都市型津波の脅威と影響～強大津波発生装置を用いたシュミレーション～ 都市型津波　津波
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199 R4 多賀城 2 年生 災害 復興事業と環境保全～計画期間10年の結論と次への改善点～ 環境保全　復興事業

200 R4 古川黎明 2 年生 災害 避難場所の評価 災害　避難所　避難

201 R4 仙一 2 年生 情報 聴覚障害者とのコミュニケーションツールの開発 プログラム，画像識別

202 R4 仙一 2 年生 情報 ウェブサイトの評価 情報格差，コントラスト

203 R4 仙一 2 年生 情報 英単語タイピングサイトの開発 英単語，タイピング

204 R4 仙三 2 年生 情報 サブスク社会での企業のあるべき姿 サブスク

205 R4 仙三 2 年生 情報 海賊版に負けないはやさで翻訳するには 海賊版

206 R4 仙三 2 年生 情報 ネットの過剰反応による炎上を防ぐために ネット　炎上

207 R4 古川黎明 2 年生 情報 反応拡散方程式と猫の模様生成パターン 反応拡散方程式　模様

208 R4 仙三 3 年生 食料 じゃがりこで豊かな食事を じゃがりこ

209 R4 仙三 3 年生 食料 食品ロスビジネス 食品ロス

210 R4 仙三 3 年生 食料 あなたとコンビに，ECO　MART コンビニ　eco

211 R4 仙三 3 年生 食料 いっしょにしよう　フードドライブ フードドライブ

212 R4 仙三 3 年生 食料 日本が抱えるフードバンクの問題と解決策 フードバンク

213 R4 仙三 3 年生 食料 遺伝子操作食品の普及について 遺伝子操作食品

214 R4 仙三 3 年生 心理 高いのに買ってしまう人間の心理 心理

215 R4 仙三 3 年生 心理 最高の募金啓発ポスターを作ろう 募金　ポスター

216 R4 仙三 3 年生 心理 返ってくる幸せ～外国の宗教的思想に基づく募金～ 募金

217 R4 仙三 3 年生 心理 コロナ禍における理想の飲食店 コロナ禍　理想

218 R4 仙三 3 年生 心理 俺のスカート，私のネクタイ スカート　ネクタイ

219 R4 仙三 3 年生 心理 「しかく」トイレ トイレ

220 R4 仙三 3 年生 心理 仙台三高に男子更衣室をつくろう 男子　更衣室

221 R4 仙三 3 年生 心理 ユニバーサルレストランを創る ユニバーサル

222 R4 仙三 3 年生 心理 「らしさ」から解放されるデザイン らしさ　デザイン

223 R4 仙三 3 年生 心理 環境に優しいボールペン 環境　ボールペン

224 R4 仙三 2 年生 心理 仮想空間"メタバース"を導入した効果的な学習プランとは メタバース　学習

225 R4 仙三 2 年生 心理 フィッシング詐欺と性格の関係 詐欺　性格

226 R4 仙三 2 年生 心理 新世代マスクの提案 マスク

227 R4 仙三 2 年生 心理 日本人のアサーション度向上のための提案 アサーション

228 R4 多賀城 2 年生 心理 相手に好印象を与えるために～あなたの目，意外と発信してますよ…～ マスク生活　印象

229 R4 多賀城 2 年生 心理 色と性格の相関性～好きな色で性格が分かっちゃう！～ 色彩　性格

230 R4 多賀城 2 年生 心理 なぜ聞き間違いは起こるのか 聴覚　心理

231 R4 多賀城 2 年生 心理 人狼ゲーム必勝法～信用されたい私たち～ 心理　信用

232 R4 多賀城 2 年生 心理 共助のマスターになろう～メンタル編～ メンタル　共助

233 R4 多賀城 2 年生 心理 消費心理～実はその買い物めちゃくちゃ損？！～ 消費者　買い物 SDGs

234 R4 多賀城 2 年生 心理 人に断られないものの頼み方～社会で上手に生き抜くために～ 心理　信頼

235 R4 多賀城 2 年生 心理 From person to person ～あなたは自分のことが好きですか？～ 心理　人間関係

236 R4 多賀城 2 年生 心理 目指せ世渡り上手～相手の機嫌の取り方～ 心理　機嫌

237 R4 多賀城 2 年生 心理 「病は気から」は本当か？～プラセボ効果とノセボ効果～ 気持ち　プラセボ効果　ノセボ効果

238 R4 多賀城 2 年生 心理 僕らの人見知り戦争～デジタル機器の侵略～ スマホ　人間関係

239 R4 多賀城 2 年生 心理 人見知りの人集まれ！～人見知りの人とそうじゃない人の対人能力の違い～ 心理　対人能力

240 R4 多賀城 2 年生 心理 身近な植物の効果～ストレスフリーな社会～ 植物　香料

241 R4 多賀城 2 年生 心理 犯罪心理　～犯罪のない社会に向けて～ 犯罪心理

242 R4 古川黎明 2 年生 心理 効率的なのはどっち？
〜紙媒体と電子媒体の差が文章理解と記憶に及ぼす影響〜 記憶　学習　ICT　紙

243 R4 古川黎明 2 年生 心理 運動前に聴く音楽の効果　
〜アスリートが聴いている音楽に焦点を当てて〜 運動　音楽　心理

244 R4 古川黎明 2 年生 心理 ICT機器を利用した学習の効果 ICT　学習

245 R4 仙一 2 年生 数学 COVID-19の感染傾向に関する数学的考察 COVID-19，SEIRモデル

246 R4 仙一 2 年生 数学 図形の強度 図形

247 R4 仙一 2 年生 数学 今後の介護費と生産年齢人口が負担する所得税の変化の予測 少子高齢化，介護費

248 R4 仙一 2 年生 数学 ＵＮＯでの思考と勝敗の関係 UNO，確率
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249 R4 仙一 2 年生 数学 たつや様は告らせたい。～天才たちの恋愛頭脳戦～ ーバレンタインから見えるベイズの定理とチョコの信頼性ー バレンタイン，ベイズ統計学

250 R4 仙一 2 年生 数学 じゃんけんの人数の分け方による勝者が決まる確率の変化 じゃんけん，確率

251 R4 仙一 2 年生 数学 同様に確からしいの真実 サイコロ，正多面体

252 R4 仙一 1 年生 数学 サイコロの確率は同様に確かなのか 数学

253 R4 仙一 1 年生 数学 壱高生はパスワードをどんな理由でどんな数字にしているのか 数学

254 R4 仙一 1 年生 数学 海面上昇問題のスケール 数学

255 R4 仙一 1 年生 数学 モンティ・ホール問題 数学

256 R4 仙一 1 年生 数学 黄金比の解明　―美しい比と美しくない比について― 数学

257 R4 仙一 1 年生 数学 大人数で行うじゃんけん 数学

258 R4 仙一 1 年生 数学 数学のテストの効率の良い見直しのタイミング 数学

259 R4 仙一 1 年生 数学 出席番号と座席配置における指名回数の差 数学

260 R4 仙一 1 年生 数学 顔のパーツの角度によって与える印象 数学

261 R4 仙一 1 年生 数学 日本古来の数学に触れよう 数学

262 R4 仙一 1 年生 数学 自転車の走行条件とギア比 数学

263 R4 仙一 1 年生 数学 危険な暗証番号の設定方法に関する考察 数学

264 R4 仙三 3 年生 数学 合成音声を人間の声に近づけるために 合成音声　人間

265 R4 仙三 2 年生 数学 立体四目並べ 立体四目並べ

266 R4 仙三 2 年生 数学 ゴブレットゴブラーズの必勝法 ゴブレットゴブラーズ

267 R4 仙三 2 年生 政治 若者の選挙への関心を高めるWEBサイト 選挙　WEB

268 R4 仙三 2 年生 政治 いじめ未然防止カリキュラムの提言 いじめ　カリキュラム

269 R4 仙一 2 年生 生物 プラナリアの再生能力の違いの要因 プラナリア，再生能力

270 R4 仙一 2 年生 生物 種類別?強度によるクモ糸の比較 クモ糸，強度

271 R4 仙一 2 年生 生物 ゴカイの飼育と淡水化 ゴカイ，淡水化

272 R4 仙一 2 年生 生物 農薬無しで害虫予防 害虫予防，コンパニオンプランツ

273 R4 仙一 2 年生 生物 ミドリムシの効率的な培養方法 ミドリムシ，密度

274 R4 仙一 2 年生 生物 カラスのゴミ捨て場荒らし カラス，ゴミ捨て場

275 R4 仙一 1 年生 生物 シアノバクテリアと他の植物の光合成の違い 生物

276 R4 仙一 1 年生 生物 根粒菌発生の条件 生物

277 R4 仙一 1 年生 生物 乳酸菌の条件による移動の様子 生物

278 R4 仙一 1 年生 生物 pHの変化による納豆菌の生存 生物

279 R4 仙三 3 年生 生物 緑色に光るクラゲについて 緑色　クラゲ

280 R4 仙三 3 年生 生物 寄生植物 寄生

281 R4 仙三 3 年生 生物 ザリガニのセルロース消化 ザリガニ

282 R4 仙三 3 年生 生物 機械を用いたヒトの歩行の表現 ヒト　歩行

283 R4 仙三 3 年生 生物 メダカの背景認識と反応 メダカ　背景認識

284 R4 仙三 3 年生 生物 ハエの準備運動 ハエ

285 R4 仙三 2 年生 生物 緑青腐菌が染色の常識を変える 緑青腐菌　染色

286 R4 仙三 2 年生 生物 卵と精子の放出時間の差が与えるわかめの受精への影響 卵　精子　ワカメ

287 R4 仙三 2 年生 生物 プラナリアの個体崩壊の原因 プラナリア

288 R4 仙三 2 年生 生物 クラゲのGFPの光の強さの違い クラゲ

289 R4 仙三 2 年生 生物 コオロギを使った昆虫食によるアフリカへの給食支援の実現 コオロギ　アフリカ

290 R4 仙三 2 年生 生物 高野川の生態調査 川　生態

291 R4 多賀城 2 年生 生物 言葉は魔法～WORDS ARE MAGIC～ 言葉　植生

292 R4 古川黎明 2 年生 生物 記憶力に対する脳の疲労の関係を探る 記憶　脳　疲労

293 R4 古川黎明 2 年生 生物 ありの生態 あり　生態　生物

294 R4 古川黎明 2 年生 生物 植物性乳酸菌の発足 乳酸菌　植物性

295 R4 古川黎明 2 年生 生物 蛍の増殖 蛍　増殖　昆虫

296 R4 古川黎明 2 年生 生物 カタツムリの殻 カタツムリ　殻

297 R4 古川黎明 2 年生 生物 納豆菌による腸内での活動 納豆菌　腸内

298 R4 古川黎明 2 年生 生物 ザリガニの脱皮周期についての研究 ザリガニ　脱皮　周期
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299 R4 古川黎明 2 年生 生物 セイヨウタンポポの花茎の屈曲 セイヨウタンポポ　屈曲

300 R4 古川黎明 2 年生 生物 酢酸ナトリウム培養によるメタン生成菌の探索 メタン生成菌　泥

301 R4 古川黎明 2 年生 生物 オカダンゴムシの交替性転向反応 オカダンゴムシ　交替性転向反応　角度

302 R4 古川黎明 2 年生 生物 シラカシの幹に生じる腫瘍の原因を探る シラカシ　こぶ　細菌

303 R4 古川黎明 2 年生 生物 蕪栗沼における絶滅危惧種再生に向けた埋土種子調査 蕪栗沼　埋土種子　シャジクモ　イヌタデ

304 R4 仙三 3 年生 その他 天ぷら油でコンゴを救おう てんぷら油　コンゴ

305 R4 仙三 2 年生 その他 音楽の「黄金比」とは何であろうか。 黄金比　音楽

306 R4 仙三 2 年生 その他 視覚×聴覚のメモライジングソングで学習効率を上げられるのか？ 学習効率

307 R4 仙三 2 年生 その他 消費者特性に適合する店内BGMとは 消費者特定　BGM

308 R4 仙三 2 年生 その他 仙台市の高校生の部活動地域移行 部活動地域移行

309 R4 多賀城 2 年生 その他 現時代で出世するにはどうすればよいか～歴史上の人物から学ぶ出世の道～ 出世　経済

310 R4 多賀城 2 年生 その他 誕生月と頭の良さについて～IQとの相関with高校生～ 誕生日　IQ

311 R4 多賀城 2 年生 その他 WILD GRASSES GIVE ME HAPPY～雑草たちの可能性～ 雑草食 SDGs

312 R4 多賀城 2 年生 その他 おもちゃで将来の可能性を広げよう！ おもちゃ　幼児教育

313 R4 多賀城 2 年生 その他 Eating×future 昆虫食 SDGs

314 R4 多賀城 2 年生 その他 ペットを捨てる愚民ども ペット　保護 SDGs

315 R4 多賀城 2 年生 その他 昆虫食で帰る！？世界の食糧問題～無視できない"虫"の話～ 昆虫食 SDGs

316 R4 多賀城 2 年生 その他 求められる看護師像～これからの日本の医療現場に必要な人材～ 看護　医療

317 R4 多賀城 2 年生 その他 睡眠の質を上げてパワーアップ～勉強効率向上を目指して～ 睡眠　勉強効率

318 R4 多賀城 2 年生 その他 今すぐ掃除をやめたいあなたへ ホコリ　清掃 SDGs

319 R4 多賀城 2 年生 その他 磯野家　～大改造!!劇的ビフォーアフター～ リフォーム　建築

320 R4 多賀城 2 年生 その他 未来の「Best FooD！昆虫食」～コオロギは豚肉・牛肉の代用になるのか？～ 昆虫食　SDGs

321 R4 古川黎明 2 年生 その他 SNSを通じた凍り豆腐の発信 SNS　地域　凍り豆腐　大崎

322 R4 古川黎明 2 年生 その他 大崎市内の廃校の活用法 廃校　地域　大崎

323 R4 古川黎明 2 年生 その他 個性を引き出す教育とは 教育　個性

324 R4 古川黎明 2 年生 その他 名付けのこれからを考察する 名づけ　命名　名付け

325 R4 古川黎明 2 年生 その他 大崎市の食材を広めよう 地域　食材　大崎

326 R4 古川黎明 2 年生 その他 ヤングケアラーの支援策と削減策 ヤングケアラー　子ども　支援

327 R4 古川黎明 2 年生 その他 学習においていかに効果的なスライドをつくることができるか 学習　効果　スライド

328 R4 古川黎明 2 年生 その他 学力と生活習慣の関係 学力　生活

329 R4 古川黎明 2 年生 その他 家庭環境と学力の関連性 家庭　学力

330 R4 古川黎明 2 年生 その他 意欲が湧く授業を作るには 授業　意欲　学習

331 R4 古川黎明 2 年生 その他 不登校と対策・改善 不登校　対策　改善

332 R4 古川黎明 2 年生 その他 不登校中学生の現状と改善策 不登校　中学生　対策　改善

333 R4 古川黎明 2 年生 その他 大崎市の男女格差問題解決 大崎　格差　男女　ジェンダー

334 R4 古川黎明 2 年生 その他 宮城県の待機児童をなくすために 宮城　待機児童

335 R4 古川黎明 2 年生 その他 昆虫食と飢餓 昆虫　飢餓　食

336 R4 古川黎明 2 年生 その他 小学校のプログラミング学習によって高められる力 小学校　プログラミング　教育

337 R4 仙一 2 年生 地学 教室の環境整備 気温，扇風機

338 R4 仙一 2 年生 地学 コロナ禍における教室の効率的な換気方法 換気，二酸化炭素濃度

339 R4 仙一 2 年生 地学 有孔虫から考える古環境 有孔虫，名取川

340 R4 仙一 2 年生 地学 たて座δ型変光星の変光とその周期 カシオペア座β星，フーリエ変換

341 R4 仙一 2 年生 地学 連星の分布傾向　ー新しい連星を見つける手がかりー 連星，Hipparcos星表

342 R4 仙一 2 年生 地学 木星の高度の違いによる明るさの変化 大気減光，星空公団

343 R4 仙一 1 年生 地学 換気で作る最高の環境 地学

344 R4 仙一 1 年生 地学 天気の変化の予測 地学

345 R4 仙一 1 年生 地学 日当たりと熱中症危険度の差 地学

346 R4 仙一 1 年生 地学 1年8組教室における気温と照度の関係 地学

347 R4 仙三 3 年生 地学 仙台西部の地質構造について 地層

348 R4 仙三 2 年生 地学 仙台西部 戸神山における地質構造の検討 戸神山　地質構造
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349 R4 古川黎明 2 年生 地学 空の色の変化　〜条件による変化はあるのか〜 空　色　変化

350 R4 古川黎明 2 年生 地学 気圧変化と体調不良者数の推移 気圧　変化　体調

351 R4 古川黎明 2 年生 地学 パンスターズ彗星とZTF彗星の観測 彗星　パンスターズ　ZTF　観測

352 R4 仙一 2 年生 地歴 第二次大航海時代、到来！！　-日本の経済発展のカギは北極海航路- 北極海航路，地球温暖化

353 R4 仙一 2 年生 地歴 同化政策が現代のアイヌに及ぼしている影響について アイヌ，同化政策

354 R4 仙一 2 年生 地歴 暗中飛躍の鴉組 鴉組，細谷十太夫

355 R4 仙一 2 年生 地歴 多賀城南門の復元と今後の利用価値　～多賀城南門復元とその活用～　 多賀城南門，観光スポット

356 R4 仙一 2 年生 地歴 佐藤さんってどうして多いの？　～多い名字の由来と広がり～ 夫婦別姓，藤原氏

357 R4 仙一 1 年生 地歴 定期戦の歴史から学ぶ一高の勝ちパターン 地歴

358 R4 仙一 1 年生 地歴 人口推移からみる若林区の発展 地歴

359 R4 仙一 1 年生 地歴 地下鉄南北線の延伸は妥当か否か 地歴

360 R4 仙一 1 年生 地歴 学区制と一高二高の学力との関係 地歴

361 R4 仙一 1 年生 地歴 一高ノミクス　～一高周辺の店での一高生による売り上げ・利用状況～ 地歴

362 R4 仙一 1 年生 地歴 身近な自然から学ぶ自然とのより良い付き合い方 地歴

363 R4 仙一 1 年生 地歴 私たちがアレンジ！　～こけしをもっと生活のそばに～ 地歴

364 R4 仙一 1 年生 地歴 一高生は本当に行事に意欲的なのか 地歴

365 R4 仙三 2 年生 農業 ６次産業を推進するためには ６次産業

366 R4 仙一 2 年生 物理 ミューオンの速さ ミューオン

367 R4 仙一 2 年生 物理 住宅の屋根における重心位置と耐震性 耐震性，重心

368 R4 仙一 2 年生 物理 今使われている飛行機の翼より優位性のある翼がある? 上反角，飛行機

369 R4 仙一 2 年生 物理 前進翼を使った機体における揚力と不安定性 揚力，前進翼

370 R4 仙一 2 年生 物理 垂直軸風車が持つ可能性 垂直軸風車，サボニウス型

371 R4 仙一 2 年生 物理 転倒を防ぐ靴裏の形状 転倒，静止摩擦係数

372 R4 仙一 3 年生 物理 飛行機の尾翼の形と滞空時間の関係 飛行機，尾翼

373 R4 仙三 3 年生 物理 サイクリング速度と自転車の傾斜角の相関関係 サイクリング　傾斜角

374 R4 仙三 3 年生 物理 マグナス効果における風速と力の関係 マグナス効果　風速

375 R4 仙三 3 年生 物理 ペットボトルフリップ成功するには？ ペットボトルフリップ

376 R4 仙三 3 年生 物理 イスタンブールのお盆の応用 イスタンブールのお盆

377 R4 仙三 2 年生 物理 最も優れたパラボラの形 パラボラ

378 R4 仙三 2 年生 物理 安価な風洞を目指して 風洞

379 R4 仙三 2 年生 物理 紙竹とんぼの浮揚 竹とんぼ

380 R4 仙三 2 年生 物理 糸の素材とろ過性能の関係について 糸　ろ過

381 R4 仙三 2 年生 物理 落下の衝撃を軽減する構造の探究 落下　衝撃　軽減

382 R4 多賀城 2 年生 物理 風船電話で、グループ通話を。 風船　電話

383 R4 多賀城 2 年生 物理 無限の再生可能エネルギー～発電効率を求めて～ 発電　再生可能エネルギー SDGs

384 R4 多賀城 2 年生 物理 宇宙に住むために！～新たな居住地へ～ 宇宙　居住

385 R4 古川黎明 2 年生 物理 垂直跳びと腕の関係　～腕を使って高く跳ぼうver.2～ 垂直跳び　Arduino

386 R4 仙一 2 年生 保体 パフォーマンス向上に適した環境は？ パフォーマンス向上，団体，個人

387 R4 仙一 2 年生 保体 運動時に聴く音楽の効果　～いつ，どんな音楽でパフォーマンスは向上する？～ 集中力，ビート感

388 R4 仙一 2 年生 保体 運動と即時記憶の関係 運動，即時記憶

389 R4 仙一 1 年生 保体 時間帯による運動能力の変化 保体

390 R4 仙一 1 年生 保体 周囲の環境と能力の関係性 保体

391 R4 仙一 1 年生 保体 「睡眠と記憶力の関係性」 保体

392 R4 仙一 1 年生 保体 「からだ」「運動」に関する研究　ー　音とテンポと短距離走　ー 保体

393 R4 仙一 1 年生 保体 睡眠と記憶の関係性 保体

394 R4 仙一 1 年生 保体 運動能力と体脂肪率の相関関係 保体

395 R4 仙一 1 年生 保体 最高の準備運動は何か 保体

396 R4 仙一 1 年生 保体 運動と記憶力の関係 保体

397 R4 仙三 3 年生 保体 立ち幅跳びにおける各関節の重要性 立ち幅跳び

398 R4 多賀城 2 年生 保体 次の身体測定で勝ち組になる方法！ 身体測定
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399 R4 多賀城 2 年生 保体 睡眠の質とスマホの関係 スマホ　睡眠

400 R4 古川黎明 2 年生 保体 気圧と体調の変動 気圧　体調

401

402

403


