
 Discover and Invent 
~Biomimicry~ 

CLASS (   ) NUMBER (   ) NAME ____________________

THE MAGIC OF MIMICRY

 To mimic people means “to copy 
their speech, dress, or behavior.” 
However, in science, mimic means 
“copying ideas from nature or natural
processes to solve problems or to create helpful products.” 
This is called biomimicry, and its influence can be seen in 
many everyday products.

 Perhaps the best-known example of biomimicry is Velcro.  
It was invented in 1941 by a Swiss engineer called George 
de Mestral. One day, Mestral noticed the burdock seeds that 
stuck to his dog’s hair. Under the microscope, He discovered 
that these seeds had hooks on them, so they stuck to loops 
on clothing or hair. Mestral copied this idea and created two 
strips of material, one with tiny hooks and the other with 
loose loops. When he put both strips together, they stuck 
like glue. However, unlike



MISSION:  「本で生物/植物の特徴について調べ、既存の製品と組み合わせた 
　　　　　　　新しい機能を持った製品を生み出そう。」 
        Get information from books and use biomimicry to create a  
        new product. 

INTRODUCTION: 　 

 PRISM READINGで習ったBiomimicry。生物や植物の特徴を模範して製品に活かすというプロセスは、実は青翔開智の育て

たい資質のひとつである、「既存のものを組み合わせて新しいものを創り出そうとする」姿勢に似ています。青翔開智で学
んできたのであれば、皆さんにも是非この姿勢を持って新しいぶっ飛んだものを創り出してほしいです。今回鍛えるのは、
基本に立ち返って本から情報を得るスキル。大学で卒業論文を書くときなど、質の高い調査になるほど本に頼ることはやっ
ぱり多いんです。この大事なスキルともう一つの目標である簡潔な発表ができるスキルを得るために、DICOVER & INVENT!

RUBIRC

SCHEDULE: 11/02 (Mon) Introduction　生物/植物について点検図書 

            11/04(Wed) 生物/植物調べ 

　　　　　　　 11/06(Fri)  アイデア発散 

　　　　　　　 11/10(Tue)  アイデア収束・プロトタイプ作り 

　　　　　　　 11/11(Wed) 発表練習 

　　　　　　　 11/13(Fri)  発表 



点検読書とは、本を読み始める前の「読む本を決めるために読む」方法。 
全部を読んでいくのではなく、ポイントに沿って点検しながら読んでいき、短時間でできるだけ内
容を把握する読書方法です。下の表で本を点検してみよう。 

※注…点検読書は「新書」などに適した方法で、「図鑑」には適さない場合もあります。（図鑑には多くの
人が著者として関わっているため）図鑑の場合は著者以外の部分を点検しよう。 
 

 

STEP 1-1 Find a book you would like to use. 
  点検図書をして使う本を選ぼう。

①書名 

②著者名 ③著者紹介　ある　／　ない　著者は…専門家・ジャーナリスト・その他・不明

④まえがき　ある　／　ない ⑤目次　ある　／　ない ⑥参考文献　ある　／　ない

⑦あとがき　ある　／　ない ⑧索引　ある　／　ない ⑨注・付録など　ある　／　ない

⑩出版社 ⑪出版年 本の評価　　◎・○・△・×

①書名 

②著者名 ③著者紹介　ある　／　ない　著者は…専門家・ジャーナリスト・その他・不明

④まえがき　ある　／　ない ⑤目次　ある　／　ない ⑥参考文献　ある　／　ない

⑦あとがき　ある　／　ない ⑧索引　ある　／　ない ⑨注・付録など　ある　／　ない

⑩出版社 ⑪出版年 本の評価　　◎・○・△・×

①書名 

②著者名 ③著者紹介　ある　／　ない　著者は…専門家・ジャーナリスト・その他・不明

④まえがき　ある　／　ない ⑤目次　ある　／　ない ⑥参考文献　ある　／　ない

⑦あとがき　ある　／　ない ⑧索引　ある　／　ない ⑨注・付録など　ある　／　ない

⑩出版社 ⑪出版年 本の評価　　◎・○・△・×

①書名 

②著者名 ③著者紹介　ある　／　ない　著者は…専門家・ジャーナリスト・その他・不明

④まえがき　ある　／　ない ⑤目次　ある　／　ない ⑥参考文献　ある　／　ない

⑦あとがき　ある　／　ない ⑧索引　ある　／　ない ⑨注・付録など　ある　／　ない

⑩出版社 ⑪出版年 本の評価　　◎・○・△・×

本１

本2

本3

本4



 
STEP 1-2 Find an interesting creature / plant from the book. Take memo while you read. 
  点検図書をして興味を持った生物・植物についてメモを取ろう。

使った本　１・2・３・４

使った本　１・2・３・４

使った本　１・2・３・４

使った本　１・2・３・４

使った本　１・2・３・４



 
STEP 1-2 Pick one creature / plant and discover more information. What is its special feature? 
  生物/植物をひとつ選び本でさらに情報を集めよう。特徴・その仕組みはなんでしょう。

Basic Information   

Special feature 

How does it work? 

Other information 

使った本　１・2・３・４



STEP 2-1 How can you “mimic” the special feature? Put as much ideas as possible. 
  どんな製品と組み合わせることができますか。アイデアをたくさん出そう。

About the creature / plant 

IDEA 



STEP 2-2 Present your idea. Use drawings if necessary, 
  あなたの製品について説明してください。書き方は自由です。（絵・設計図なども可）



STEP 3 Make your script for the presentation. Do not write everything. 
  プレゼン用の台本を作ろう。すべてを書かずに要点だけを書くこと。 
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