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   ご挨拶 
 

 この度はわたくしたち、兵庫県立洲本高等学校科学技術部の活動に対しまして温かいご支援を賜

りまして本当にありがとうございました。お約束の報告の時期になりましたので、これまでの活動

をまとめご報告いたします。 

 結果的に打ち上げにはいたっておりませんが、皆様のお陰で本当に充実した活動を行うことがで

きました。今回の成果を一言でいうとトーマス・エジソンの名言「私は失敗したことがない。た
だ、1万通りの、うまく行かない方法を見つけただけだ。」を体現できたことです。この体験がで

きたことは、生徒たちの大きな成長につながったと思います。糖を用いたハイブリッドロケット燃

料の完成に向け、生徒たちはPlan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）のPDC

Aサイクルを根気よく繰り返して行きました。私たちの場合Doが燃焼実験に当たるわけですが、こ

れが傍目にみると”失敗”の連続でした。しかし、毎回の実験で生徒たちは”失敗”の原因をつき

とめて改善点を考え、次の実験に挑んでいきました。１つ１つ階段をゆっくりと登って行っていた

印象です。これによって打ち上げ成功に匹敵する教育効果があったと思っています。 

 予定していた期間内に打ち上げまで出来なかったことは本当に残念であり、支援者の皆様には申

し訳ありませんでしたが、これからの継続によって、必ずこのプロジェクトは打ち上げまで成功さ

せたいと思っています。今後ともどうかご支援よろしくお願いいたします。 

 ごあいさつの最後にエジソンの名言をもう一つ 

「私たちの最大の弱点は諦めることにある。 
成功するのに最も確実な方法は、常にもう一回だけ試してみることだ。」 

この言葉を支えに今後も精進してまいります！  

 

2021年7月 兵庫県立洲本高等学校  

科学技術部 顧問 谷川智康 

 

 

 

  1. 活動概要 
 

 洲本高校科学技術部は2018年度よりロケット を研究テーマに活動をテーマに活動してきまし

た。最初は黒色火薬を用いて飛ばす”モデルロケット”の研究に力を入れ、高高度を目指し、いか

に空気抵抗を少ない機体を作成するか、風洞実験をおこなってきました。機体開発を行ったあと高

高度を目指すには出力の大きなエンジンが必要となり、2019年夏に大型の黒色火薬エンジンをアメ

リカから輸入しようとしました。しかし、東京オリンピックを控えた状況下でもあり危険物の輸入

が非常に厳しい状況になって、入手を断念せざるを得ない状況になりました。購入できないなら自

分たちで自作しよう！ということになり着目したのがハイブリッドロケットでした。ただ、本格的

なハイブリッドロケットは費用が嵩む上、危険も伴うので自分たちにとって現実的な方法をあれこ

れ模索しました。その結果、愛媛大学工学部 中原真也先生らが教材用に開発したペットボトルハ

イブリッドロケット（PHR)の存在を知りましたhttps://www.mirai-kougaku.jp/laboratory/pages/

170203.php リンク①。 PHRは燃料にポリエチレン樹脂を用いますが、小説「ロケットボーイズ」



に登場するシュガーロケットを参考に燃料は糖を用いて自作しようということになりました。砂

糖、デンプン、ブドウ糖といった食品に含まれる糖を用いてロケット燃料を作るにはいかに粉末を

固めて糖にするか、といったところから研究を始めました。これらの研究に取り組んだのは2019年

度で、研究費用は公益財団法人 中谷医工計測技術振興財団様、公益財団法人 下中記念財団様よ

り補助を受けました。[図１] 

 これらの硏究助成が終了したあとも研究を継続したかったの

ですが、ロケットの作成、打ち上げまで考えると費用が全く足

りない、ということに直面しました。そこで、クラウドファン

ディングに挑戦しよう！ということになり、今回のプロジェク

トを立ち上げることになりました。このコロナ禍で世界中の人

が大変な苦労をしている中、いったいどれだけの方が支援して

くださるだろう？と不安で一杯でしたが、寄付金や広告賛助金

まで含めると最終的に目標額を達成するご支援を頂くことが出

来ました。感謝の気持ちに加えて、気持ちが引き締まる思いで

した。クラウドファンディングについては顧問も経験がありま

せんでしたので、これについても１から勉強し、立ち上げに漕

ぎ着けました。既成の助成金に頼らず、クラウドファンディン

グという手段を用いて研究資金を調達したことも生徒にとって

は大変良い社会勉強になりました。 

 具体的には2月末ごろから燃焼試験の実験台を作成すること

からはじめました。クラウドファンディング も立ち上げた直

後で、集まる資金の総額も不透明であり、エコがテーマでした

ので学校のゴミ捨て場にあった、トレーニング器具を再利用す

ることから始めました[図2]。今まで縦型実験装置で行ってい 

 

 

図1 小型燃料による燃焼実験

の様子（２０２０年11月) 

 

図２ 実験台の制作過程 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た実験を、より正確に推力が測れる横型実験装置で燃焼実験を行うことができるようになりまし

た。 

 当初の目的は南あわじ市沼島港から、諭鶴羽山を超える高度６００m台を目指し海上へ向けて発

射を予定していましたが、いきなり大目標に挑戦するのは危険がある、との助言を頂き、今まで打

ち上げ実績のある団体や先生方の指導を仰ぐことにしました。サポート陣としてお願いしたのは、

以前から見学などで訪れ、指導を受けていた徳島大学ロケットプロジェクト(TRP)の松尾泰成さ 

 

図３ オリジナル燃料の原理図 
アクリルパイプを用い、糖をちくわの形に成型し、ニクロム線で点火し、圧縮酸素を利用し燃焼させる。 

 

図４ 強度テストの様子 

ロケットのボディには土木工事に用いられる紙製ボイド管を採用した。打ち上げの衝撃に耐え

られるか、バーベルのウエイト置いてテストしている様子。 



 

ん、谷川 琉雨太さん、原田 凌汰さん、私たちの先行研究であるプッチョロケットに関わってい

た福岡大学 川端 洋先生、株式会社うちゅう 八島京平さんです。これらの先生方とは4月より

週2回を目処に定期的にZOOMを用いメンタリングを行いロケットや燃料作成の相談に乗って頂きま

した。また、実験をする際の安全指導もお願いしました。一連の指導から打ち上げ場所と打ち上げ

時期を和歌山市コスモパーク加太で6月半ばに、と変更になりました。 燃料はこれまでの実験結

果からブドウ糖を用いて作成することにしました。ブドウ糖を少量の水と混ぜて鍋で煮て塩ビパイ

プの型に流し込んで作りました。エンジン全体の構造は図３のようなイメージです。 

 エンジン開発とともにロケットの機体作成も並行して行いました。機体本体は土木工事で型枠に

用いられる紙製ボイド管（直径132mm)を用いました。ボイド管は軽量で強度もあるためモデルロケ

ット の機体にはよく用いられます。しかし、モデルロケット より出力が大きいハイブリッドロケ

ットにはあまり用いられません。図４のように強度試験を行って安全性を確認しました。 

 ロケットは最高高度に達した後、パラシュート を開き安全に地上へ軟着陸させます。そのため

上空で最高点に達したことをセンサーで感知しマイコンの制御で扉を開きパラシュート を開放さ

せます。その一連の制御回路は電子パーツを組み合わせて自作しました。 

また、ロケット先端部のパーツ、ノーズコーン は巨大すぎて学校の３Dプリンターでは作れない

ので、淡路市の三和製作所の大型３Dプリンターで作成をお願いしました。このように金銭的な支

援以外にも地域の方々のご協力を得てロケットの完成に漕ぎ着けました。完成したロケットは淡路

島にちなんでIzanagi(イザナギ ）と名付けました。 

 

図５ ロケット回収機構 

最高点に達した後、マイコンの指令で扉を開け、パラシュート（ピンク色の布）を機体外へ放出す

る。 



 打ち上げは7月18日を目標に頑張ってきましたが、機体は完成しましたが、期限までに肝心のエ

ンジンの開発が間に合わず7月の打上げを断念せざるを得ない状況になってしましいました。悔し

い気持ちと打ち上げ成功を期待し下さっていた支援者の皆様には申し訳ない気持ちで一杯です。し

かし、その時々で今の私たちにできる限りの努力は続けてきた結果ですのでご容赦頂き、今後も温

かいご支援をお願いしたいと存じます。 

 

   2. 活動の記録 

 2021年このプロジェクトを立ち上げる時からの記録です。 

1月 打ち上げ場所として南あわじ市周辺の適当な海岸を神戸・徳島海上保安部、南あわじ市及び

関連各漁協と相談しながら検討を進めた。 

2月初旬 横型燃焼実験装置の作成を開始。エコがテーマであるため校内で不要になったトレーニ

ング機器を改修することに決定 

2月中旬 打ち上げ場所として南あわじ市沼島漁港に決定 

3月上旬 安全指導を受けるため、打ち上げ場所をコスモパーク加太に変更 

3/15(火) コスモパーク加太で打ち上げ見学 

3/25(金) 徳島大ロケットプロジェクトで機体作成、シミュレーションに関する講義を受講 

4/7 第１回燃焼実験 https://youtu.be/rzmbXL4bIvs 

（リンク２） 

３Dプリンターの調子が悪く、エンジンに必要なパーツ

を作れなくなる。業者に修理を依頼 
 

4/10(土) メンタリング 今後の研究を進める日程確認

など 
 

4/20(火)メンタリング 作業内容の確認など 

4/24(土)メンタリング 機体の構造、審査書の書式 

4/25(日) 第２回燃焼実験 福岡大川端先生を本校にお

招きしての燃焼実験 

4/27(火)メンタリング 燃料の改良、ボディの強度につ

いて、パラシュート の作成など 

5/1(土)感染拡大のため、部活動休止の指示がありメン

タリング中止 

5/8(土) 回収機構について 

5/10-5/20 中間考査期間のため部活動休止 

5/23(土) 第3回燃焼実験 （https://youtu.be/INzYfj

-x784(リンク３) リークは完全に止まるが圧力計、ひ

ずみゲージのデータが取れず。燃焼実験には成功した。

0.66Mpa 酸素3.5L 

5/26(水) サンテレビ 「キャッチ＋(プラス) 」 部活

紹介コーナーに出演（リンク４）↓ 

https://www.youtube.com/watch?v=jZqJgLJA4nE 

5/29(土) メンタリング 燃料の改善などについて 

 

図６ Izanagi(イザナギ） 

全長2.45m, 直径132mm, 重さ

4.8Kg 



6/5(土) メンタリング 燃料への点火方法など 

6/17(木) 燃焼実験2回 

https://youtu.be/A6zHg1a3QF4 (リンク５) 

https://youtu.be/wi_ozWBW0ok (リンク６) 

6/18(金) 燃焼実験 この実験を最後に３年生は引退 

https://youtu.be/EyHVEpEkonE (リンク７) 

 

 3. 今後の取り組み 
 

 図７は最新の燃焼実験で得られた推力の履歴結果です。横軸が時間（秒）、縦軸が推力（N)で

す。実際に圧力計で計測できたのは赤い点で、総力積を計算すると33Nsしかありません。時間２秒

ぐらいから１８秒ぐらいにかけて推力が低くなっているのは圧力計の取り付口である導圧管の入り

口が燃料の燃えカスなどで、塞がれてしまっていて２０秒過ぎにその障害物が取れて圧力が復活し

た可能性があります。また、燃焼実験の動画からも青い点線のような出力であったと推測もできま

す。もし青い点線をたどっていれば、エンジンの総力積は200Ns以上であった可能性もあります。

しかし、それでもまだIzanagiを数百mの高さに打ち上げる出力には届いていませんので、さらにエ

ンジンを改良する必要があります。 

 これまで、2020年9-11月に行った実験をもとに、経験に基づいて燃料の設計を行ってきたが今後

はシミュレーションをしっかり行った上で設計を行って行きたいと考えています。 

ロケット燃料の燃焼は単純な熱平衡では考えることができず、大変な数のパラメータを同時に考慮

して計算を行わないといけません。そこでNASAが公開しているシミュレーションソフトCEAを用い

ることにしました。燃焼に関するシミュレーションプログラムは北海道大学工学部 ケンプス ラ

 

 図７ 燃焼実験の推力履歴 

6月18日の燃焼実験で得られた推力の履歴。横軸が時間(s)、縦軸が推力(N)。時間の分解能

は1ms。2秒付近で一度推力が上がりかけて推力が無くなっているが、これは圧力センサーの

入り口を燃料がふさいでしまった可能性があり、青い点線で描いた圧力履歴であった可能性

もある。 

  



ンドン トマス先生から提供を得ることができました。今のところ試算の結果、デンプンが僅かで

すが高出力を生み出すことがわかりました。さらにエンジンの形状としてCAMUI型ロケットのエン

ジンを真似た形にし、少しでも推力が上がるように工夫していきたいと考えています。https://ww

w.youtube.com/watch?v=2mDzZkTwaBk  （リンク８） 

 また、燃焼試験のデータ取得もこれまで、圧力計しか用いていませんでしたが、今後はひずみゲ

ージも用いてさらに出力を正確に計測できるようにして行きたいと思っています。 

そして開発したエンジンをIzanagiに取り付けて打ち上げを実現したいと考えています。これまで

クラブを支えてきた3年生は6月で引退となりますが、今後は1年生太田吏一君、先田敏之君の2人が

これまでの成果を引き継いで頑張って行きます。 

 

 

 

4. 生徒の感想 
 在籍生徒数は現在、3年生13名、2年生0名、1年生2名です。3年生は３年間活動してきた

思いを、また、1生にはこれからの意気込みを綴りました。 

 

短くも実りのあった3年間   ３年 前田健翔 

 

私はこのプロジェクトを通して試行錯誤する楽しさを学びました。私はこのプロジェクトが始まっ

て以来、燃料開発に携わってきました。最初は何の知識のない状態だったので手探りで燃料の作製

をしては何度も失敗をしました。その度に「どうすれば上手くいくのか」、「どうすれば成功する

のか」を考え細かな目標を立て製作に取り組んできました。その改良で実験が上手くいったときは

とても嬉しかったです。また、この部活動を通して、論文の書き方、プレゼンテーションの作り

方、スケジュールの組み立てなど社会に出ても使える実践的な技能も学ぶことができました。最初

何の知識もないまま入った部活ですが、自分たちでロケットを設計して最後にはオリジナルの燃料

を作るというとても貴重な体験をすることができました。今後は、この経験を生かして、自分の将

来の目標に向かって進んでいきたいと思います。最後になりましたが、僕たちの実験を支えてくだ

さった皆様、本当にありがとうございました。 

 

 

科学技術部活に入って    ３年 高鍋翔太 

 

 僕は中学生時代には部活動をしていなかったので高校生になってもこのまま部活をせずに過ごし

ていこうと思っていました。でも、高校では何かの部活に入らなくては行けないと言う決まりがあ

ったので渋々科学技術部に入りました。特にしたいこととかがなかったのでつまらない活動になり

そうだなと思っていたのですが、特に能力のない僕でも出来ることがいっぱいあって、充実した部

活動をすることが出来ました。自分が無理と思っていたこともみんなでやってみると出来たという

ことがよくあり僕は何事でも諦めずにやってみることが大切ということを学びました。この部活で

は他にもたくさんのことを学ばせていただきました。例をあげるとキリがないのですがとにかく

色々学ばせていただきました。この経験を今後の学生生活や社会人になった時にも活かして行きた

いなと思います。 



科学技術部で学んだこと   3年 森 誠修 

 

 僕は科学技術部に入り、ロケットやそれに関する計算法、設計法等だけではなく、友情関係や思

いやりの心など、大切なことを多く学びました。 

 僕は、2年生の夏頃、新たな部活に入ろうと思い科学技術部に入部しました。そのため、1年生の

初めから頑張って部活に取り組んでいた部員よりも、部活の知識に対して大きな後れを取っていま

した。その上、入部早々大きな大会があり、大きな不安を抱いていました。しかし先生、部員のみ

んなが、０から丁寧に色々なことを教えてくれ、改めて人間関係の大切さを知りました。 

 燃焼実験等を繰り返していく内に部活の雰囲気にも慣れていき、楽しく部活に参加できるように

なっていきました。そんな中で3年生最後の舞台となる大きなプロジェクトができあがりました。

僕もこのとても短い時間の中で学んだことを活かしていきたいです。そして高校生活だけでなく、

これからの人生の中でも、部活動で培ったものを大切にしていきたいです。 

 また部活動を行う中で、ご支援していただいた方々へ、感謝の意を表します。 

 

 

部活動を通じ得たもの  ３年 登 開生    

 

 僕は最初、英語部に入っていました。しかし、英語部へ行く途中、科学技術部の部員が校庭で水

ロケットというものを飛ばしているのをよく見ていました。当時の僕にとってそれはとても面白そ

うで、僕も見る側ではなく、作る側になろうと思いこの部活に入部しました。みんなより、遅れて

入ったため、ロケットのことについて全く知らず、何も出来ないことが続いていましたが、最初は

友達の作業の手伝いをしていき、徐々に仕事を見つけることができ、貢献できるようになりまし

た。ここで誰かから頼まれて仕事するのではなく、何かやることはないか自分で考えたり、部員の

人に聞いたりして自律的に考えることが出来るようになりました。また、ロケット教室という小学

生たちにロケットの作り方を教え、実際に打ち上げもするという機会があり、そこで、僕がその小

学生たちの模範となって、ロケットの作り方を教えるということになり、初めての体験をさせても

らいました。相手に分かりやすく説明することが難しく感じましたが、そこで、分かりやすく説明

するための努力をすることが大切だと強く思いました。科学技術部の経験通して、今後の社会に必

要な力を養うことができ、本当に良かったです。加太での打ち上げまで頑張りたいと思います！   

 

         

 

部活動を通じ得たもの   3年 山中啓生 

 

 私は洲本高校科学技術部に所属することで友人との出会い、たくさんの経験や知的好奇心の向上

に繋がりました。また私は人前で話すことが苦手でした。しかし、この部活ではたくさんの発表の

機会がありました。私は一年生の時中谷医工財団様の成果発表会で発表させていただく機会があり

ました。初めは緊張して噛んでしまったりしましたが、皆様はとても優しく聞いてくださりこちら

が足りない部分は質問していただいたので、比較的落ち着いて話すことができました。さらに他の

高校生が行なっている研究を聞く機会もあり、自身の知的好奇心の向上にもつながりました。さら

にこの部活では、ロケット教室と言うものも開催していて、子供達の触れ合う機会があり、物事を



分かりやすく簡単に伝える力が身につきました。三年生では集大成としてクラウドファンディング

を利用して、資金を集めさせていただくことができ、なんとか糖を用いたハイブリット燃料の作製

に取り組むこができました。非常に感謝しています。 

 

 

日々の感謝     ３年生 菅沼優一 

 

 僕は洲本高校科学技術部に入ってロケットの知識はもちろんのこと社会に出てから必要となって

くる周りと協力してひとつの事を最初から最後まで成し遂げる達成感を学びました。1年生の時は

ロケットなんてテレビで打ち上げを見た事があるぐらいの何の知識もないところからスタートし先

輩、顧問の先生、大学の方々からご指導頂いたり自分たちでインターネットの先行研究や図書によ

って1から調べたりして、少しずつですが出来る範囲が広がっていきました。僕は3年間を通して主

に減速機構と広報を担当させてもらいました。初めは簡単なパラシュートでさえ上手く開くことが

出来ませんでしたが3年には引退イベントのパラシュートを設計し落下実験では上手く開くことに

成功しました。3年間の努力が無事実り嬉しく思いました。引退してからは受験勉強に専念してい

くことになります。部活で培ったひとつのことに集中し周りと協力して最後までやり遂げる力を受

験だけでなく社会に出てからも活かしていきたいと思います。 

 

 

部活動を通じ得たもの  ３年生 赤穂幸哉 

 

 僕が中学校3年生の時、オープンハイスクールで科学技術部の活動を見ました。その時は確かペ

ットボトルの水ロケットを飛ばしていました。その時に当時の部長さんが見学している中学生に対

して丁寧に飛ばし方などを説明してくれました。今の自分達にすれば水ロケットのメカニズムも理

解していて、そう凄いことに思いませんが、当時の僕は、先輩たちの一生懸命な姿に、いたく感動

しました。そして、洲本高校に合格した暁にはこの部活に入部しようと心に誓いました。当然入部

前に想像していたものよりも遥かに高度なレベルの活動ばかりで戸惑ったのもいい思い出です。 

 キャンプファイヤーでのプロジェクトでは、僕は主に経費の計算やキャンプファイヤーのサイト

管理を行いました。当然、燃料の燃焼効率を計算する人や、プログラミングをする人ほど表立った

行動はしていませんが、いなくては成り立たない重要な仕事であるとの自覚を持ち、なるべくミス

の無い様に努力してきました。 

それでも、最後まで今のメンバーで活動してこられたのは、皆の団結力があっての事だと思いま

す。 

 

 

部活動を通じ得たもの  ３年生 前川 純輝 

  

僕はこの科学技術部に入って、様々なことを学びました。 

 1つ目はロケットのことです。機体のバランス、固定方法の精度などです。機体のバランスが悪

ければあまり飛ばなくなるのでバランスを考え、つくるのはとても難しいことだとわかりました。 



 次に３Ｄプリンターの使い方です。最初は3Dモデルをつくるのはものすごく難しいことで僕には

絶対にできないことだと思っていました。しかし実際にやってみると3Dモデルを作ることはやりか

たを覚えてみるととても簡単で新しいことを知ったりできることを摸索したりしていたらとても楽

しかった。最後には3日かけてIzanagiのCADを作ることはすごく大変だったけど完成したときはと

ても達成感がありました。 

 僕はこの部活に入り3年間活動をして本当に良かったと思います。1年生のみんなこれからも頑張

ってください。たくさん支援いただいた方々貴重な体験をありがとうございました。 

 

 

3年間の部活動を終えて   ３年 太田楽人 

 

 僕はこの科学技術部に入って、仲間と協力することの大切さを身に染みて学ぶことができまし

た。科学技術部の活動は一人ではできない活動がほとんどです。回路班、電装班、機体班、燃料

班・・・。何もかも一人でできる完璧超人はいません。みんなの力を合わせて、助け合いながら進

めていくことで、初めて大きな一つの事が成せるんだということを深く実感しました。僕は何かと

一人で重い仕事を背負って自分のキャパを超えて倒れてしまうということがたびたびあったのでこ

の教訓は一生大切にしていきたいと考えています。 

 ほかにも学びはたくさんありました。科学技術部では、ロケット作りや打ち上げ、金属の切削加

工、審査書作り、打ち上げのシミュレーション、クラウドファンディングなど入部しなければ一生

関わることのなかったような貴重な経験をすることができたので、とても楽しかったです。 

 そして、自分の高校生活の最後にこんなに大きな自作ロケットを打ち上げることができて、とて

もうれしいです。これも皆さんからいただいた多くの支援のおかげです。本当にありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

科学技術部に入って   ３年 藤江利宇 

 

 私が科学技術部に入ってよかったことは、大きく分けて3つあります。 

 1つ目は、プログラミングや電子回路を学べたことです。科学技術部に入るまでは一切プログラ

ミングを触ったことがなかったのですが、パラシュートの開放機構や、移動平均の高速処理、デー

タの微分積分などなど、様々な経験をしたことによって、多くの知識を得ることができました。電

子回路では、抵抗やキャパシター(コンデンサー)の意義やトランジスタの扱い方等の知識を得るこ

とができました。 

 2つ目に、データ測定に関する知識を得られたことです。圧力の測定の仕方や、そのデータの変

換、そしてひずみゲージといった非常に細かいものまで様々な知識を得ることができました。 

 そして最後に、他ではできない体験をすることができたことです。オリジナル燃料を用いたハイ

ブリッドロケットの研究という特殊な経験をすることができたことは本当に良かったと思っていま

す。 

 本当に科学技術部に入ってよかったと思います。ありがとうございました。 



 

 

 

科学技術部に入って   ３年 澤田碧威 

 

僕は中学生の頃に科学技術部のロケット教室に参加し、この部活に入部することを決めましたが、

１年生の時に留学をしたので、初めの１年間はみんなと活動することはできませんでした。僕はも

のづくりが得意なので、帰国後すぐに燃焼実験台を製作し、その後も複数の実験装置やロケットを

作りました。科学技術部での活動を通して、様々な工具の使い方や、材料の素材選び、強度テス

ト、そして仲間と共に１つの目標に向かって協力することの大切さを学びました。時には少し危険

な実験を行うこの部活において、安全性を確保するため、緻密な設計と精密な作業が要求されまし

た。設計の段階で必要強度の400％を超えるような構造、素材にし、製作段階では誤差を2ミリ以下

に抑えることによって安全性の確立することに努めました。また、仲間と日々試行錯誤し、プロジ

ェクトを進めたことから、協調性を高めることができました。 

最後にはこのような大きなプロジェクトに携わることができ、ご支援していただいた方々には感謝

してもしきれません。本当にありがとうございました。 

 

科学技術部に入って   ３年 平野永都 

 

僕は、この科学技術部に入ろうと思ったことが洲本高校に進学しようと思うきっかけになるほど、

入る前から興味を持っていました。そして入学し、この部活を通して本当に楽しい、好きなことが

出来る部活動だったなと思っています。 

僕は、ロケットの｢製作｣の部分に興味を持ち、自分が担当したいと思い、1年生の頃から常に構造

班、製作班に回ってきました。ものづくりは得意でもなく、上手なわけでもなかったですが、好き

だという気持ちを原動力に先輩にも教えて貰いながら、同級生の皆にも助けてもらいながら続けて

きました。自分の担当したところのミスで実験や発射が失敗した時はとても悔しいですが、成功し

た時の喜びや安堵感、感動は頑張って良かったと心から思うことの出来るものでした。 

副部長という責任を持たなければ行けない立場にもかかわらず足を引っ張ってばかりでしたが、色

んな人に助けてもらい、感謝してもしきれません。 

最後に、私たちのプロジェクトに協力してくださった皆様、応援してくださった皆様、本当にあり

がとうございました。 

 

科学技術部に入部して    1年 先田敏之 

私が科学技術部に入部した4月には、先輩方によるハイブリッドロケットの開発がすでに進行し

ていました。入部して間もない私には、どのパーツがどうなっているのかなど、わからないことだ

らけでしたし、できる作業も少なかったです。そんな私に先輩方は優しく接してくださり、丁寧な

説明をしてくださいました。その説明を受けていくにつれ、ロケットや作業について理解してい

き、ロケットを制作してきた先輩方の功績の大きさを実感しました。また、その技術を受け継いで



いかなくてはならないということも同時に実感し、部活動により一層真剣になることができまし

た。 

今現在、私たち一年は先輩方が設計したものをベースとして、さらなる製作、改良に取り組んで

います。二人ということもあり、大変なところもありますが、先輩方の意思を継ぎ、活動に取り組

んでいます。必ずや先輩方の思いを乗せたロケットを、目標高度まで到達させて見せます。これか

らも、応援よろしくお願いします。 

これからの科学技術部    １年 太田吏一 

 

  私はまだ科学技術部に入部して間もないですが、ロケットの仕組み全般やロケット教室の仕方な

ど多くのことを体験し、学ぶことができました。3年生が引退し、2年生がいない今私たち一年生が

この科学技術部を支えていかなければいけません。そのため3年生がこれまで積み上げてきたロケ

ットの技術やこれまで開発してきたハイブリッドロケットを無駄にすることのないようにこれから

も努力し、受け継いだロケットをしっかり飛ばすことのできるように頑張って行きたいと思いま

す。これから沢山の失敗もあると思いますが、それらの失敗を乗り越えてより良い科学技術部にし

ていきたいと思っています。 

 

5 収支報告 

収入 

            クラウドファンディング      415,185円 (手数料を除いた純利益) 

              広告賛助金および寄付金         615,670円 

                         計                 1,030,855円 

支出 

     1 実験・計測器具                            396,007円 

     2 消耗品                                     96,782円 

     3 研修費用                                   184,700円 

     4 旅費・謝金                                  43,772円 

     5 工具類                                     94,674円 

       6 クラウドファンディング返礼品・送料         25,221円 

     7 郵送料                                     16,664円 

                                 計    857,820円 

                        剰余金 168,035円 

 

 会計については全ての領収書と貯金通帳の出納を顧問、部員生徒で確認するとともに、洲本高校

事務室の職員の皆様にご協力頂き、適正に使用されていることを確認しています。 

また、余剰金については今後の打ち上げを中心とする活動に使用させて頂きます。 

 

 

 



6 支援者一覧（敬称略） 
山口 博康、ツシ ハルヒデ、オカモト カズミ、(株)富士スタジオ、サイトウ サチヨ、 

アコウ ノブジ、近藤 保郎、野崎 俊、野崎 加織、野崎 千尋、橋本 浩子、 

イリグチ ヨシカズ、亀徳 憲昌、赤穂 鶴子、金津 由美、下鶴 良、久野 弘善、 

工藤 拓巳、河上 和慶、東進 橋本 浩二、毛笠 友瑛、ソネ キヨコ、ムラカミ ヤスコ、

アラキ マサフミ、（株）神戸天然物化学、太田 美津代、安井朋香、オカダ、 

Fuyuko Julie Bray-Ali、キタダニ ヒロユキ, 毛利 美穂子、キタノ タカヨシ、 

アコウ ユウジ、イシガミ ヒサシ、（有）三共酸素商会、フルール、ミツ精機、 

ミツテック、有限会社ナガオビルメン、（株）旭洋淡路、淡路信用金庫、 

（株）うがい商店、（株）三和製作所、A.CE技研、池田歯科医院、海の里クリニック、 

サカイ カズナリ、さんふらわプランニング白崎、高橋内科医院、淡路紙器有限会社、 

ヨコヤマ コウスケ、サクライ トモヤ、 浜田タイプ 

織田 明生、 岡山 静香、 阿部 功、 堀 真也、 藤井 陽向、 中野 祐輝、 

大谷英児、Yoshiyuki Mori、桑子雅臣、WAKA、三田祥雲館高校13回生小谷、 井上 真里、

田村 友紀、７Ｌ１ＣＴＺ、クマモンパパ、 may-79、 阪本 武雄、 藤江 史明、 

たいほう?、藤本 将徳、 宗やん、 本田 史郎、 コダマ ジュンヤ、 太田 玉子、 

洲高OB@逗子、山下樹生、田中 健、洲高68期森 亮太、東こうじ、 梅原 由紀子、 

川原 純子、石元 裕史、特定非営利活動法人コミュニティスペース エモラボ、 

藤江 久恵、 山田 将二郎、前川 浩二・典子、 滝澤 寛、High Moon、喜田 年美、 

読売新聞洲本支局・山口博康、木田 成洋、 きよ、 齋藤 宏貴、南あわじっ子、 

田中 章文、愛媛のりん＆あゆむの母、ひ?と、堀川 智哉、 岡本 尚久（65回生）、 

株式会社おおきに 野寄 聖統、堂山 健剛、5000円、たまねぎ、楠木建設、繁森英幸、 

南あわじっ子、中田真一郎、木村大介 
 

クラウドファンディング、寄付金、広告協賛金にご協力いただきました方々のうち、お名前の公

開を承諾頂いた方のみご紹介させて頂きました。ありがとうございました。皆様の温かいご支援に

心から感謝申し上げます。 

 

７ 活動報告動画と報告会 
 洲本高校放送部は私たちの活動を取り上げた番組「淡路島で1番宇宙に近い場所」を作成し第68

回NHK杯全国放送コンテスト 兵庫県大会 テレビドキュメント部門において優秀賞を受賞し全国

大会へ出場しました。私たちの活動の様子をうまく伝えてくれていますので、活動紹介動画として

支援者の皆様にご覧頂きたいと存じます。 

 また、活動報告会についてはIanagiの打ち上げが成功した暁に開催したいと存じます。何卒ご理

解お願いします。 

8月30日放送TBS系「あさチャン！」で      https://youtu.be/_3WHhvKOb8Y 

紹介されました。↓                       (リンク９) 

https://www.youtube.com/watch?v=OPqpBcItYX4 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

高橋内科医院 

兵庫県洲本市宇原2243 

0799-23-3556 

 

since 1894 

              淡路紙器有限会社 

淡路市志筑3449 

0799-62-0021 



 

 

 

 



 

 



 
  

 

 

 

 

あわじ大江のり 販売元 

有限会社大江海苔 

フリーダイヤル 0120-690-134 

FAX 0799-43-3366 

兵庫県 

あわじしま 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

兵庫県南あわじ市福良乙650-2 

TEL：0799-52-1618 

FAX：0799-53-5618         

https://mekabumen.net/                                                             

 

 

赤穂青果冷蔵有限会社 

兵庫県 南あわじ市阿万上町1024 

TEL 0799-55-1325   FAX 0799-55-1504 

https://r.goope.jp/sr-28-282241s0020 
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