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研究の⽅法と研究発表ボードの作
り⽅ 

 直接、研発ボードにマジックやペン

で書いたり、コピー⽤紙や⾊画⽤紙等

に書いた物を貼っても良いでしょう。

何度も書き直し、研究を深めて⾏きた

いときは、張り直しながら作ることも

できます。

 

 

 

 

 

標茶⼩学校5年⽣の学習で2017年
から取り組みをはじめました

2017年に標茶⼩学校の5年⽣で研究発表

ボードを使った取り組みをはじめまし

た。その後、釧路市中央⼩学校、釧路

町別保⼩学校でも、取り組みがはじま

っています。

これまで⼦どもたちが取り組んだ研究

の例を紹介しています。

 

 

 

 

⼦どもたちの取り組みを、いろい
ろな⼈に知ってもらいたい

⼦どもたちの研究の⼀部を施設で展⽰

する「サイエンスフェア」を2018年度

からはじめました。公⺠館、ビジター

センター、親⼦連れが多く訪れる施設

など、今後も様々な場所での展⽰を企

画しています。これまでの様⼦、これ

からの予定をご案内しています。

 

ホーム ボードの作り⽅ 研究の例 サイエンスフェア
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研究発表ボード（研発ボード）の作り⽅

Ⅰ ⽤紙

この研究発表ボードを使います。 

この１枚にまとめます。

 

縦841×1188mm（Ａ０版）を横にし

たもの。

横は両端から297mmの位置に折り⽬

が⼊り、観⾳開きになっています。

 

Ⅱ 研究の⽅法と研発ボードの作り⽅

ホーム ボードの作り⽅ 研究の例 サイエンスフェア
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（１） 使い⽅

直接、研発ボードにマジックやペンで書いたり、コピー⽤紙や⾊画⽤紙等に書いた物を貼

っても良いでしょう。何度も書き直し、研究を深めて⾏きたいときは、張り直しながら作

ることもできます。

 

（２） 研究の進め⽅と研究ボードの書き⽅

１︓タイトル（題名）

タイトルは、研究の内容をわかりやすく短く書きます。タイトルは、普通は、ポスターの

⼀番上に書きます。その下に、学年・組・名前を書くと良いでしょう。

 

2︓はじめに

はじめには、研究(けんきゅう)の背景(はいけい)とも⾔われます。ここでは、この研究をな

ぜ⾏おうとしたのか、そして何をやろうとしているのか、何をしようとしているのか、研

究の⽬的を書きます。

 

３︓仮説（かせつ）・予想（よそう）

あなたのこの研究の仮説や予想を書いてください。私は「こうなっているはずです」「こ

うなると思います」「こうかもしれない」など、観察(かんさつ)や実験(じっけん)の結果

(けっか)、このような事になるということを書いてください。観察や実験は、この仮説や

予想を確かめていきます。

 

４︓仮説（かせつ）・予想（よそう） - 4-
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あなたのこの研究の仮説や予想を書いてください。私は「こうなっているはずです」「こ

うなると思います」「こうかもしれない」など、観察(かんさつ)や実験(じっけん)の結果

(けっか)、このような事になるということを書いてください。観察や実験は、この仮説や

予想を確かめていきます。

 

5︓データと結果（図や写真も使います）

データは、研究の時に得ることができた数や、数値(すうち)のことです。このデータは、

グラフや表にするとよいでしょう。結果(けっか)はデータからどんなことがわかったのか

を説明します。

 ここでは研究している⼈の研究テーマにあった写真、研究の様⼦、研究の結果をグラフ

などで表したものを含めます。

 

6︓結論（けつろん）

結論は仮説・予想に対してどうだったのかを説明します。

仮説や予想に対する結論は、どうなりましたか︖ 結果は仮説に対してどうでしたか︖

 

7︓考察（こうさつ）

考察は結論からどんなことがわかるのかを説明します。

仮説や予想に対する結論は、どうなりましたか︖そのことから、あなたは、実験から何が

わかりましたか︖ 感想は個⼈の考えです。感想よりも、考察をすることが⼤切です。

 

8︓参考⽂献（さんこうぶんけん）

参考にした本は何ですか。⽂を作るときに、本の⽂章をそのまま載せていませんか。その

場合は、本の名前、本を書いた⼈を書く必要があります。参考にしたホームページは何で

すか︖ そのままコピーしていませんか︖ 参考にしたときは、ホームページを作った⼈

や説明を書いたと、アドレスを書く必要があります。そのときは、ポスターの下に⼩さく

書き出します。描き⽅は，本の作者〔ホームページを作った⼈や会社・団体〕，本の名前

（ホームページの題名），いつ作られたもの（年）⼜はホームページをいつ⾒たのか

（年・⽉・⽇）は最低書きましょう。⼈に聞いた場合、助けてもらった場合は、聞いた

⼈、助けた⼈がだれなのかを書いておきましょう。

（3） 掲⽰（けいじ）の⽅法

研究のときに記録した様々なデータを載(の)せたノートや、実験の道具、発表に必要な素

材(そざい)や道具(どうぐ)は、下の図のように研発ボードの前に置きます。

  - 5-
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やってみ
よう
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研究の例

標茶⼩学校5年⽣の研究例（平成３０年度）

総合的な学習の時間で⼦どもたちが取りまとめたジュニア研究の⼀部をご紹介します。

（写真をクリックすると⼤きく表⽰されます）

びせいぶつの温度について ザリガニについて 

ホーム ボードの作り⽅ 研究の例 サイエンスフェア
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キノコと植物のちがい 泥炭などの性質 

湿原にいる野⿃について 釧路川がはんらんしないためには 

ヤチマナコは本当に底がないのか ヤチボウズはどのようにできて、湿原
に効果があるのか

- 8-
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ヤチボウズの成⻑条件とは ヤチボウズが湿原にあることで、どん
なメリットがあるのか

ミズバショウと⽔の関係について

 

 

Copyright 湿原学習のための学校⽀援ワーキンググループ. All Rights Reserved.

※このサイトで紹介している取り組みは、北海道教育⼤学釧路校 境智洋教授の呼びかけにより、様々な主体との連携の下で進めているも

のです。

ホーム ボードの作り⽅ 研究の例 サイエンスフェア

- 9-

http://kushiro-ee.jp/kenpatu_boad/_src/6347/img20190719175639888562.jpg
http://kushiro-ee.jp/kenpatu_boad/_src/6349/img20190719175744467033.jpg
http://kushiro-ee.jp/kenpatu_boad/_src/6351/img20190719175925216380.jpg
http://kushiro-ee.jp/kenpatu_boad/index.html
http://kushiro-ee.jp/kenpatu_boad/guide.html
http://kushiro-ee.jp/kenpatu_boad/case.html
http://kushiro-ee.jp/kenpatu_boad/event.html


2019/7/24 釧路湿原サイエンスフェア of 研究発表ボードを使ってみよう︕

kushiro-ee.jp/kenpatu_boad/event.html 1/3

釧路湿原サイエンスフェア

釧路湿原や湿原をとりまく⾃然・⽣き物をテーマとした研究発表ボ
ードの展⽰

個⼈や学級が取り組んだジュニア研究を、い
ろいろな⽅に知ってもらう取り組みです。

平成30年度は、標茶⼩学校5年⽣が学級で取
り組んだジュニア研究から１２テーマを選定
し、以下の場所で展⽰を⾏いました。 

 

標茶町開発センター（標茶町旭2丁⽬６の１）

 平成31年1⽉29⽇（⽕）から２⽉４⽇（⽉）

塘路湖エコミュージアムセンター（標茶町塘路原野）

 平成31年２⽉４⽇（⽉）から２⽉１４⽇（⽊）

標茶町博物館（標茶町塘路原野）

 平成31年２⽉14⽇（⽊）から２⽉21⽇（⽊）

釧路市こども遊学館（釧路市幸町10丁⽬2）

ホーム ボードの作り⽅ 研究の例 サイエンスフェア
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 平成31年３⽉24⽇（⽇）から3⽉31⽇（⽇）

 

連携・協⼒

北海道教育⼤学 釧路校 境教授、標茶⼩学校、釧路町教育委員会、環境省釧路⾃然環境事務

所、塘路湖エコミュージアムセンター、釧路町博物館、釧路市こども遊学館

 

今後も個⼈、学級での取り組みを釧路湿原サイエンスフェアで紹介
していきます

今年度、釧路市⽴中央⼩学校、釧路町⽴別保⼩学校、標茶町⽴標茶⼩学校5年⽣がジュニア

研究に取り組んでいます。また、夏休みの⾃由研究としての取り組みも、サイエンスフェ

アで紹介していきたいと考えています。

詳細が決まり次第、このホームページでもご案内していきます。

開発センター 

塘路湖エコミュージアムセンター 

標茶町博物館 
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釧路市こども遊学館 
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