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■ 主 催 ： つくば Science Edge 2017 実行委員会
■ 共 催 ： 株式会社JTB関東、株式会社JTBコーポレートセールス、

　つくばコングレスセンター（一般財団法人茨城県科学技術振興財団、株式会社クレフ、
　株式会社セノン、高橋興業株式会社、株式会社つくばエッサ、テスコ株式会社）

■ 後 援 ： 文部科学省、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）、茨城県、つくば市教育委員会、
　 つくばサイエンス・アカデミー

■ 協賛・協力 ： タンガルーママリンエジュケーションセンター＆コンサバーションセンター、
　 お茶の水女子大学、東京工業大学、東京農業大学、日本大学理工学部、東邦大学、
　 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、筑波大学、株式会社ビクセン、
　 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構（KEK）、日本科学未来館、
　 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、特定非営利活動法人日本サイエンスサービス（NSS）
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「つくば ScienceEdge2017」開催概要

当日プログラム

審査委員紹介

ポスターセッション（日本語・英語）

次回開催のお知らせ

国際交流会開催/参加者DATA

オーラルプレゼンテーション

08 福岡県立香住丘高等学校
「濃度差のある水溶液境界面の混合速度に関する研究－屈折率の差を利用した測定―」
札幌日本大学高等学校
「磁石球間及び磁石球/鋼球間に働く磁気力と距離の関係（第2報）」

09 福岡県立香住丘高等学校
「Improvement of the wind turbine generator（風力タービン発電機の改良）」
東京大学教育学部附属中等教育学校
「動かない植物のもつ気孔開閉を介した環境適応能力」

10 東京学芸大学附属国際中等教育学校
「Study on the current generatihg mechanisms of Shewanella
oneidensis MR-1-Investigating the role of the Peptidoglycan Layer-」
埼玉県立熊谷西高等学校
「Studies on antifungal antibiotics produced by Streptomyces, 
which inhibit growth of phytopathogenic filamentous fungi.
（病原性糸状菌に有効な放線菌産生物質研究）」

11 池田学園池田中学・高等学校
「Regional comparison of ants at ports
in southern Japan V―monitoring of alien ant species」
国立米子工業高等専門学校
「身の回りの食品廃棄物を利用した新しい発電タイプの燃料電池開発」

 

サイエンスワークショップ

つくば
Science 
Edge 
2017
Index

・国立研究開発法人
  日本原子力研究開発機構
・タンガルーマ 海洋教育保護センター
・日本科学未来館
・国立大学法人 東京工業大学
・国立大学法人　お茶の水女子大学
・大学共同利用機関法人
  高エネルギー加速器研究機構

・東京農業大学
・日本大学理工学部
・筑波大学 藻類バイオマス・
  エネルギーシステム開発研究センター
・東邦大学
・国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

サテライトプレゼンテーション
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【つくば Science Edge2017】開催趣旨

みんなのアイデアが「未来の科学」の扉を開く！
「つくばScience Edge2017　サイエンスアイデアコンテスト」は、
「未来の科学者」の芽を発掘し、育てる試みです。
科学に関するアイデアを世界的レベルの研究者・科学者の前で発表し、
その方々とディスカッションします。
開催場所は、国内外の一流の研究者も研究発表を行う、

科学に関する興味・関心を深める機会となっています。

2017年は、3月21日（火）・22日（水）と2日に渡って開催されました。
海外からの発表者および見学者、 協賛企業・大学、研究機関など、
来場者数は総勢1,280名（2日間のべ）の方に参加いただきました。

科学・技術に関するアイデアを、
オーラルプレゼンテーション、ポスターセッション（日本語・英語） で、
国内56校・ 海外12校、合計68校（全204チーム）が発表しました。

参加人数推移
※2011年は参考（申込数）
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プログラム

2017年3月21日(火)
時間 内容

13:00 開場・受付開始
13:30 ～ 15:30 英語ポスター発表　 公開審査
13:30 ～ 14:30 日本語ポスター発表　 奇数番号コアタイム
14:30 ～ 15:30 日本語ポスター発表　 偶数番号コアタイム

15:30 ～ 17:00
15:30 ～ 17:00 日本語・英語ポスター発表 フリータイム

サテライトプレゼンテーション
17:15 ～ 18:45 国際交流会

18:45 終了

2017年3月22日(水)
時間 内容

8:30 開場・受付開始
9:00 ～ 9:10 オープニング・概要説明
9:10 ～ 11:20 オーラルプレゼンテーション　8チーム
11:20 ～ 11:40 審査員 講評
11:40 ～ 11:55 記念撮影
11:55 ～ 12:30 昼食
12:30 ～ 13:15 日本語・英語ポスター発表コアタイム
13:15 ～ 14:05 サイエンスワークショップ①
14:15 ～ 15:05
15:20 ～ 16:00

サイエンスワークショップ②
表彰式・閉会

16:00 終了

つくば国際会議場館長  つくばサイエンス・アカデミー会長　江崎玲於奈博士のご挨拶

2017年は3月21日（火）・
22日（水）の2日間開催
となりました。
１日目は英語ポスター
セッションの公開審査と
日本語ポスターセッショ
ン、そして今年から新た
に始まったサテライトプ
レゼンテーションが行わ
れました。
また夜には、海外からの
参加チームと日本の中高
生との国際交流会が開催
され、英語でコミュニケー
ションを取りながら親睦
を深めていきました。
2日目は選抜された8
チームによるオーラルプ
レゼンテーションが、つ
くば国際会議場の大ホー
ルで行われました。午後
は企業や大学、研究機関
の専門家による合計22
講座のサイエンスワーク
ショップが開催され、さ
まざまな分野における最
先端の科学技術につい
て学びました。

　この、つくば Science Edge は、サイエンスに興味や関心を持つ中学生や高校生の若い皆さんが、サイエンスと取り組む意欲を高めるきっ
かけとなる場にしたいと考えております。2010 年に第 1回を開催し、今回で 8 回目を迎えることになりました。　皆さんも既にご存知のよ
うにサイエンスの学習、即ち科学知識を得てそれを理解することと、サイエンスの研究、即ち新しい科学知識を獲得することとは大きく違い
ます。学習では聴く、読む、覚えるなど受身型で先生から一方的に教えを受けるだけです。研究では疑問を抱き、考える、探求するという能動
的で自らが主体性を発揮しなければなりません。Science Edgeでは、まさに、皆さんにこのサイエンスの本質である研究に参加して科学探
求心を少しでも喚起したいと願っています。ところで、ご存知のように、昨年、東京工業大学栄誉教授　大隅良典さんが「オートファジー」の解
明でノーベル生理学・医学賞を単独受賞されました。「オートファジー（autophagy）は、ギリシャ語由来で「自分を食べる」ことを意味し、細
胞が飢餓に陥った際、自分自身を構成するタンパク質を分解して再利用する仕組みのことです。ノーベル生理学・医学賞が決まった昨年の
十月三日の夜、私は電話対談をしましたが、その時、大隅さんが次の様に話されたことが印象に残りました。「私は、科学というものは人間の

本質的な活動だと思っており、知りたい、分かりたい、という事を追求するのがサイエンスだと考えています。ある現象を見たときに、いったい何が起こっているのだろうか、そ
れを知りたいと考えます。私はサイエンスをずっと続けることができて、個人的に幸せだったと思っています。」皆さんの中から将来ノーベル賞を受賞するというチャンスに恵
まれる方々が出てくることを期待するところです。本日の催しは、つくば国際会議場が中心となり、つくばサイエンスアカデミーの支援の下、多くの人達に協力して頂いて開催し
ています。2年前から、昨日と今日の2日間の日程とし、これにより、スケジュール的にゆとりを持つ事が出来ました。今回は海外7か国をはじめ、68 校・204チームがエント
リーをしており、このつくば Science Edge は中高生の皆さまにとって、エントリーすることが大きな目標となるイベントとして定着してきたと実感しております。これからの
オーラル発表、ポスター発表で、皆さんの普段の成果を思う存分発揮していただきたいと思います。今後皆さんのサイエンスへの関心が一層高まり、それぞれの研究がより深
まり、素晴らしい成果を出されることを祈念いたしまして、挨拶に代えさせて頂きます。皆さん、頑張って下さい。
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オーラルプレゼンテー
ション発表者とのディス
カッションを担当する審
査委員は、サイエンスの
第一線で活躍する研究
者。ポスターセッション
も、つくばサイエンス・
アカデミー会員の研究者
や、最先端の科学を研究
する企業の研究者等に
よって、厳正な審査が行
われました。

審査委員紹介

 

 ポスターセッション＜日本語・英語＞審査委員
宮本宏博士／根本直博士（化学、バイオ）、稲垣英利博士（バイオ、脳科学）、須丸公雄博士（高分子化学）、
南信次博士（物理）以上、国立研究開発法人 産業技術総合研究所／溝口健作博士／八瀬清志博士（物理）、
沓掛麻也子博士（バイオ）、清水敏美博士（化学）、平野和己博士（バイオ）、阿澄玲子博士（バイオ）以上 国
立研究開発法人 産業技術総合研究所／村本哲哉博士（細胞生物学・日本サイエンスサービス理事・東邦大学
理学部生物学科）／山口晴代博士（植物生態学・国立研究開発法人 国立環境研究所）／高橋正征博士（生態
学・東京大学名誉教授・高知大学名誉教授）／Marcos Neves博士（バイオ・筑波大学助教授）／Brian 
Landberg博士（物理）／梅津信二郎博士（機械工学・早稲田大学創造理工学部准教授）

 オーラルプレゼンテーション選抜審査委員
宮本宏博士（バイオ／つくば国際会議場　コーディネーター）、西村暹博士（医学／筑波大学生命科学動物資
源センター客員研究員）、貝沼圭ニ博士（農学／日本大学 客員）、太田敏子博士（生物／（国）宇宙航空研究開
発機構　嘱託）、丸山清明博士（生物／東京農業大学客員教授）、林純一博士（生命環境／筑波大学生命環
境系教授）、岡田雅年博士（物理／（国）物質・材料研究機構 名誉顧問）、久野美和子氏（薬学／（株）常陽産
業研究所 顧問）、溝口健作博士（膜工学／前つくばサイエンスアカデミー コーディネーター）、小玉喜三郎博士
（地学／（国）産業技術総合研究所 特別顧問）、伊ケ崎文和博士（化学／つくばサイエンスアカデミー コー
ディネーター）、宮崎修一博士（数理物質／筑波大学数理物質系物質工学域名誉教授）

［ 物理学／つくば国際会議場館長 ］  江崎玲於奈博士
東京大学理学部物理学科卒業。ノーベル物理学賞（1973年）、文化勲章（1974年）、米国
物理学会国際賞（1985年）などの受賞歴、科学分野における多大な功績を残す物理学者。
多岐にわたる業績は、特に現代のエレクトロニクスの基礎を担う半導体物理学分野での極
めて重要な成果として、「半導体のPN接合におけるトンネル効果の発見」「半導体超格子概
念の提案とその実現」がある。まったく新しい分野を切り拓き、現代の物性物理学全般に
大きな影響を与える研究者。

［ 冶金学・金属工学 ］  岡田雅年博士
東京大学工学部冶金学科および大学院博士課程を修了後、1964年に米国エイムス原子力
研究所博士研究員。1966年科学技術庁金属材料技術研究所入所、1983年原子炉材料研
究部長、1995年所長就任、2001年同定年退官、2005年まで日本原子力研究所特別研究
員。国立研究開発法人物質・材料研究機構名誉顧問。つくばサイエンス・アカデミー副会
長。

［ 生物学 ］  太田敏子博士
1967年国立予防衛生研究所 厚生技官。1991年より筑波大学基礎医学系講師を経て助教
授。1997年筑波大学医療技術短期大学部 教授。2002年筑波大学基礎医学系 教授。筑波
大学大学院人間総合科学研究科教授併任。2008年よりJAXA宇宙医学生物学研究室 嘱託。
筑波大学名誉教授。現在JAXA宇宙医学生物学研究室 客員研究員。細菌学（感染生物学）
や生化学を中心として、黄色ブドウ球菌の研究などに従事。強力な抗生物質であるメチシリ
ンにも耐性を示す院内感染菌MRSAの全ゲノム解析に世界で初めて成功。

［ 数理物質 ］  宮崎修一博士
1979年筑波大学 講師。1985年米国イリノイ大学 客員研究員。1989年西オーストラリア
大学 客員上級研究員を経て、1990年筑波大学 助教授。1997年仏国フランシュコンテ大学 
客員教授。2009年韓国慶尚大学WCU プロジェクト客員教授。2014年仏国パリ化学研究
所 客員教授。現在、筑波大学数理物質系物質工学域 特命教授。

［ 生物学 ］  丸山清明博士
東京大学農学系大学院修了。国立研究開発法人農業・食品産業儀重総合研究機構理事、中
央農業総合研究センター所長、北陸農業試験場、農業技術研究所、農業研究センターで稲
育種に従事。農林水産省研究開発課長、研究総務官等、東京農業大学客員教授を歴任。

［ 医学 ］  西村暹博士
東京大学理学部化学科卒業、東京大学大学院生物化学博士過程終了。国立がんセンター研
究生物学部長、万有製薬つくば研究所所長、筑波大学監事、客員教授を経て、現在同客員
研究員。DNA、RNA中に含まれる修飾ヌクレオシド構造決定とその機能の解明の研究に
従事、なかでも活性酸素によってDNA中に生成する８－ヒドロキシグアニンを同定し、その
突然変異、がん化への関与を明らかにした研究は注目される。2015年、文化功労者。
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オーラルプレゼンテーション
サ イ エ ン ス ア イ デ ア コ ン テ ス ト

オーラルプレゼンテーションの持ち時間は、各チーム10分ずつ。発表後、審査委員か
ら実験過程や考察結果の導き出し方に対する感想やアドバイス、また今後の課題に

のたいつい思をアデイアのそ、ぜな「。たしまれさなにムーチ各がけかい問るがなつ
社ばれすうど、はアデイアのそ「」かのう思といたげ下り掘をアデイアのそぜな「」か

会や社会経済の発展の役に立つものに進展させられるか」など、アイデアコンテスト
の根幹につながる質問にどう答えられるかも問われます。（敬称略）

『動かない植物のもつ気孔開閉を介した環境適応能力』
東京大学教育学部附属中等教育学校／加賀三鈴

創意指向賞

 
 
 

『磁石球間及び磁石球/鋼球間に働く磁気力と距離の関係（第2報）』 
札幌日本大学高等学校／佐藤流聖，三戸柚香，佐藤滉大，河原林正思

探求指向賞

『Regional comparison of ants at ports in southern Japan V―monitoring of alien ant species』
池田学園池田中学・高等学校／Sachiho FUJITA，Nao SASAKI，Sara TAGAMI

未来指向賞

審査員コメント：このテーマは、夏みかんの樹木の葉っぱを使い、葉っぱの裏の気孔の開閉の運動
を調べたもので、これが中学生一人で考えて研究したというのは、非常に努力の賜物ということ。そ
れから統計的なことをもちゃんと考えてあり、論理性に非常に優れており、聞いていてもわかりやす
かった。今後この研究を最終的に再現や色々調べてみて、すぐにでも論文になれるような研究成果
である思います。ぜひ継続して今後も頑張ってください。（太田博士）

審査員コメント：この研究は、磁石球間及び磁石球の磁力あるいは鋼球間に働く磁気。そしてもう一
つは磁石の形が角型の磁石を調べたというもので、非常に精密に研究を遂行した。その結果見えて
くるものがある。それを上手く考慮して見出したものです。私はつくばへ来て35年研究をしています
が、常日頃から研究者として必要だと思うことは、好奇心。どうしてかというと、好奇心があるから何
かに気が付く。しかしただ気が付く程度のことで発見には繋がらない。そこで何が必要かというと、
気が付いたことを探求していく探求心が必要です。1回や２回やったくらいで探求心があるとは言え
ず、何度も何度もやって失敗を重ねながら、それでもやり続けるという持続力。それが非常に重要。そ
の持続力を重ねていくと初めて発見ということがある。研究の仕方の中で探求心というのは非常に
大切です。今回はそんな賞を受賞したということです。ぜひ頑張ってください。（宮崎博士）

審査員コメント：これはタイトルに“V”と付いていますが、ずっと先輩方からやってきたのでしょう
と思うのですが、「継続は力なり」と言いましょうか、地道の研究がきちんと発展していることを高
く評価します。外来アリの分布を調べるのはとても重要なことだと思います。生態系ってどうなんだ
ろうかとか、地球温暖化によって、さらに北上していくことは確実でしょう。そこの中で、私たち日本
人、私たち日本のアリが出会ったことがないエイリアンがやってくるということで、大きな影響を与
えていると思います。それに対する基礎的、基盤的の研究を高校生が続けてやっているのは、なん
て素晴らしいことでしょう。感動いたしました。よい研究成果を見せていただき、ありがとうござい
ました。これからもぜひ続けてください。それからぜひ全国にネットワークを張って、日本の外来ア
リの全貌を掴んであげて、みんなに教えてあげてください。（丸山博士）

●表彰状　●クリスタルトロフィー　●副賞：双眼鏡（株式会社ビクセン）シネマギフトカード（ウシオ電機株式会社）
※受賞チーム代表者1名に「グローバル・リンク・シンガポール」（2017年7月22日・23日、シンガポールにて開催される科学・社会課題
をテーマに発表と議論を行う、アジア太平洋における中高生のアイデアコンテスト／招待参加権）

【賞品】
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参加校一覧

ページテーマ学校・チーム名

08
濃度差のある水溶液境界面の
混合速度に関する研究
－屈折率の差を利用した測定―

福岡県立
香住丘高等学校

08磁石球間及び磁石球／
鋼球間に働く磁気力と距離の関係（第2報）

札幌日本大学高等学校
＜探求指向賞＞

09Improvement of the wind
turbine generator（風力タービン発電機の改良）

福岡県立
香住丘高等学校

10

Studies on antifungal antibiotics produced
by Streptomyces, which inhibit growth
of phytopathogenic filamentous fungi.
（病原性糸状菌に有効な放線菌産生物質研究）

埼玉県立熊谷西高等学校

11
Regional comparison of ants at ports in
southern Japan V―monitoring
of alien ant species

池田学園池田中学・
高等学校
＜未来志向賞＞

09動かない植物のもつ気孔開閉を介した
環境適応能力

東京大学教育学部附属
中等教育学校
＜創意指向賞＞

10

Study on the current generatihg
mechanisms of Shewanella oneidensis MR-1
-Investigating the role of
the Peptidoglycan Layer-

東京学芸大学附属
国際中等教育学校

11
身の回りの食品廃棄物を利用した
新しい発電タイプの燃料電池開発

国立米子工業高等
専門学校

オーラルプレゼンテーションでは、審査員が事前にアブストラクトを読み、発表
を聞いたうえで疑問に感じた点を、その場でどんどん質問していきます。よっ
て、このディスカッションの内容も審査の重要なポイントとなります。審査員の
感想・アドバイスにとどまらず、それぞれの考察過程、実験手法、実証データな
どについて、かなり踏み込んだ質問もなされました。生徒たちは、プレゼンテー
ション資料では説明しきれなかった研究過程についてなど、質問意図を汲み、動
揺することなく堂々と答えました。英語でプレゼンテーションを行ったチームも
あったので、ディスカッションも一部英語で行われました。それぞれのチームが
発表内容・研究を自家薬籠の物としていることが印象に残るプレゼンテーション
およびディスカッションとなりました。（本文敬称略）



発表者／中柴緋音、山川恭直、
山口琴音  

Su
m
m
ar
y

〒813-0003 福岡県福岡市東区香住ケ丘１丁目26－1

濃度差のある水溶液境界面の
混合速度に関する研究
－屈折率の差を利用した測定―

福岡県立香住丘高等学校

福岡県立香住丘高等学校

　食品の「糖度計」は濃度による屈折光の位置で糖度を決
定している。この仕組みを用いて、無色透明の溶液の混合状
態を可視化する方法を開発した。その可視化法を用いて
Fickの第1法則が成り立っているかを検証した。目的は、混
合速度を定量化する装置を開発し、簡易で安価な装置の実
用化を目指す。水溶液境界面を作製するため水槽の底から
水溶液を注ぎ、底から蒸留水、低濃度溶液、高濃度溶液の
順に入れ、水溶液境界面に表れるV字型像の屈折について
実験した。その結果混合速度が異なるのは密度差のみが原
因ではないと考えた。そしてさまざまな結果から水溶液の
混合は、溶質粒子の特性で考察する必要があると考え、
Fickの第1法則から、溶液全体の粒子数に対する移動した
粒子数の割合がどちらも等しくなるため、混合速度は等しく

なると導いた。このことから、スクロース水溶液はFickの第
1法則が成り立つが、塩化ナトリウム水溶液は成り立たない
と分かった。今後は溶質粒子の大きさや質量が混合速度の
違いに関係しているかなどを検証していく。

発表者／佐藤琉聖、三戸柚香、
佐藤滉大、河原林正思  

Su
m
m
ar
y

〒061-1103 北海道北広島市虹ヶ丘５丁目７－１

磁石球間及び磁石球/
鋼球間に働く磁気力と距離の関係
（第2報）

札幌日本大学高等学校

札幌日本大学高等学校

　ネオジム磁石球間及び磁石球/鋼球間の磁気力と距離の関
係を実験及び理論の両面から示した研究。目的は、磁石球間
及び磁石球/鋼球間に働く磁気力と球心間距離の関係を明ら
かにするため、精度の高い測定法を確立し、磁石球の磁気力
についてクーロンの法則に基づき理論的に考察すること。
　研究を進めていく中で、細長い角型磁石間に働く磁気力は、
クーロンの法則に従うことを確認した。さらに球心間距離が
大きいところでは、磁石球間に働く磁気力は球心間距離の4
乗に、磁石球/鋼球間に働く磁気力は球心間距離の７乗に反
比例して減少した。その結果、磁気力に関するクーロンの法
則から、4乗反比例則及び7乗反比例則が成り立つことが理
論的に証明できた。そして球心間距離が小さくなると、磁気
力の変化は距離と共に大きくなるという結論を導き出した。

　今後は、球心間距離が小さいところで、磁石球間及び磁
石球/鋼球間の磁気力と距離の関係を調べていく。

08
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発表者／長﨑秀斗、坂本茜、谷原空
Su
m
m
ar
y

〒813-0003 福岡県福岡市東区香住ケ丘１丁目26－1

Improvement of the wind
turbine generator
（風力タービン発電機の改良）

福岡県立香住丘高等学校

福岡県立香住丘高等学校

　ゴルフボールの表面には、ディンプルという無数のくぼみ
があり、ボールの表面に乱流が発生し、空気が離れにくくなっ
ている。その結果ゴルフボールが飛んでいる間は、低圧領域
が狭くなり、空気抵抗が減少する。そこで風レンズでも同様
に空気の剥離が起こり、ディンプルを施せば空気が離れにく
くなり、発電量が増えると仮定した研究。目的は、風レンズ
にディンプルを施すことで発電量を増加させること。それに
伴い①風レンズにディンプルを施す。②風レンズ上のディンプ
ルの効果を調べる。③ディンプルの直径と発電量の関係。の
3種類の実験を行った。結果は①では標準モデルも風レンズ
モデルもディンプルを施した後は発電量が増加した。そして
②ではディンプルによって風レンズの性能が向上し、発電量
が増加することがわかった。最後に③でディンプルの直径が

変わると、発電量も変化するという答えを導いた。今後は、
ディンプルの数および配置によって発電量が変化するかどう
かを調べ、その後発電量を増加させる最適なディンプル形状
を見つける研究を行っていく。

発表者／加賀三鈴

Su
m
m
ar
y

〒164-0014 東京都中野区南台１丁目15番1号

動かない植物のもつ
気孔開閉を介した環境適応能力

東京大学教育学部附属中等教育学校

東京大学教育学部附属中等教育学校

　ナツミカンの果実の甘さや大きさが日当たりによって異
なる事に疑問を持ち研究を始めた。
　動けない動物がどのように外環境に適応し、生命維持を
行っているのかについて解明する事を目的とし、陽葉と陰
葉の気孔開度を観察し、光感受性とホルモン感受性の違い
についての比較の実験を行った。その結果、自然環境下に
おいて陽葉は陰葉よりも気孔開度が有意に高い事が分かっ
た。光感受性においては陽葉のほうが高く、ホルモン感受
性においてはサイトカイニン感受性が陽葉のほうが高く、
アブシシン酸感受性が陰葉のほうが高いという事が分かっ
た。さらに、陽葉は植物ホルモンの影響を受けやすく、陰葉
は光の影響を受けやすいという事等が分かった。これらの
事より、気孔は光が当たりやすい陽葉で開きやすく、光が

当たりにくい陰葉は閉じやすい傾向にあることが判明した。
　今後は、さらに陽葉と陰葉の気孔開閉の性質の違いを調
べる事で、気孔の開閉を人為的に変化させ、農作物の収穫
率拡大につなげていく研究を続けていく。
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発表者／塩津颯人、二茅七海
Su
m
m
ar
y

〒178-0063 東京都練馬区東大泉５丁目22－1

Study on the current generatihg
mechanisms of Shewanella oneidensis
MR-1-Investigating the role of
the Peptidoglycan Layer-

東京学芸大学附属国際中等教育学校

東京学芸大学附属国際中等教育学校

　微生物が細胞内から細胞外電子伝達を通して電極を還
元するメカニズムにはまだ不明確な部分が多く、その解明
が微生物燃料電池の発展・金属還元元菌の理解に繋がる
と考えて始めた研究。目的はペプチドグリカンが
STC/FccAによる内膜から外膜への電子の伝達を阻害す
るという仮説を立て、この仮説の検証を目指した。そして
明確な知見が得られていないアンピシリンに対するシュワ
ネラ菌の耐性を明らかにすること。まずは異なるアンピシリ
ン濃度の液体培地でシュワネラ菌を培養したときの１時間
ごとの濁度の変化を測定。次にアンピシリン処理を行った
シュワネラ菌と行っていないシュワネラ菌を微生物燃料電
池に投入する実験を行った。結果シュワネラ菌の細胞数は
大きく増えないが、細胞が溶菌せず、伸長していくという、

微生物学部に珍しい現象を発見した。そして、同程度の伸
長が測定を行った全濃度で確認された。今後は観察した現
象をより定量性を高めて測定していく必要があると考え、
分極解解析を行う予定。

発表者／有馬樹、小川岳紘、及川拓朗、
小池泉美、中嶋完爾  

Su
m
m
ar
y

〒360-0843 埼玉県熊谷市三ヶ尻2066

Studies on antifungal antibiotics produced by
Streptomyces, which inhibit growth of
phytopathogenic filamentous fungi.
（病原性糸状菌に有効な放線菌産生物質研究）

埼玉県立熊谷西高等学校

埼玉県立熊谷西高等学校

　放線菌目はさまざまな抗生物質を生産する細菌類の一
種として知られているが、それらの代謝産物は医薬品や農
薬として70年以上もの間利用され続けていることに注目
し、行った研究。目的は、身近なところで細菌の代謝産物
を使用できるのではないかという考えのもとに、小松菜
炭疽病に有効な農薬を見つけること。そうして81株の放
線菌を単離し、それらが抗真菌性代謝産物を生産するか
どうかを調べた。その結果、81株のうち3株がアオカビ
（penicillium citrinum）に対して抗真菌活性を示す二次
代謝産物を生産することがわかった。そしてこの3株のう
ち2株が、液体SY培地中で抗真菌活性を示す二次代謝産
物を生産することができた。今後は植物に対する毒性およ
び安全性を調べること。実際に小松菜炭疽病を引き起こす

病原性糸状菌に対する抗真菌活性を調べること。さらに、
代謝産物の種類を増やすために、引き続き放線菌の単離を
行う予定だ。
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発表者／藤田祥帆、佐々木菜緒、
田神沙羅  

Su
m
m
ar
y

〒890-0033 鹿児島県鹿児島市西別府町1680

Regional comparison of ants at
ports in southern Japan V
―monitoring of alien ant species

池田学園池田中学・高等学校

池田学園池田中学・高等学校

　九州地方に生息する外来アリについての研究。すでに日本
に定着したアルゼンチンアリやアカカミアリといった外来ア
リは本来熱帯、亜熱帯地域に生息している。近年では、熱帯、
亜熱帯原産の外来アリが日本の九州地方を北上しつつある
ことが報告されている。これらの外来アリは、日本に生息す
る在来アリを駆逐したり家屋に侵入したりと、環境や人間生
活に対して悪影響を及ぼす。そこで、各地域における外来ア
リの種数や分布を明らかにすること、そして新たな外来アリ
を発見することを目的とし、研究を進めた。 鹿児島県本土や
琉球諸島など、計47港において調査を行ったところ合計4
亜科25属63種のアリが採集された。具体的には、沖縄県
の渡嘉敷港（渡嘉敷島）と大原港（西表島）にて採集された
外来アリの種類はそれぞれ14種ずつと最多であり、名瀬港

（奄美大島）で採集された外来アリは全採集種数の9割を占
め、地域別で最大であった。また、キイロハダカアリは日本
本土（鹿児島県枕崎港）で初めて採集されたが、地球温暖化
と相まってさらに拡散を続けるだろうと考えられている。今
後は九州だけにとどまらず、中国・四国地方、近畿地方にお
いても調査を進め、さらなるデータを収集したいとのことだ。

発表者／秋山立樹、川本拓実、
瀬島大生  

Su
m
m
ar
y

〒683-0854 鳥取県米子市彦名町4448

身の回りの食品廃棄物を
利用した新しい発電タイプの
燃料電池開発

国立米子工業高等専門学校

国立米子工業高等専門学校

　「燃料を私たちで確保して発電する」点にこだわり、容易
に入手、取り扱いが可能な化学物質である尿素を用いた発
電試験を行い有効性の検討を行った研究。目的は、過去に
問題となっていた熱料電池の普及を妨げる要因を克服した
デバイス構造が必要であり、それを卵殻膜の使用により解
決を試みて、廃棄物のリサイクルとしても有用とすること。
まず、①卵殻膜で作製した燃料電池で尿素を用いた際の動
作確認、②過去のデバイス構造の見直しと再検討による性
質改善、③電子部品を用いた発電動作の確認の3つで構成
される実験を行った。その結果、①では、メタノールを燃料
とした際と同様の発電動作を確信した。②では膜のサイズ
検討について2.4 ～3.0cm角の間で行い、膜のサイズが大
きくなるに従って、最大出力値が上がる傾向が見られた。そ

して③では①と②で開発したデバイスによる発電をLEDに
より観測したところ、赤・青のLEDが点灯した。今後開発
したデバイスの出力を上げる改良作業が進めば、有用なエ
ネルギー供給システムが実現できると考える。今後はイオ
ン性化合物等複数を含んだ飲料による動作試験のデータ
数も増やしていく予定だ。
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ポスターセッション
（英語・日本語）

サ イ エ ン ス ア イ デ ア コ ン テ ス ト

【英語部門】

【日本語ポスター】

ポスターセッションの参加は全196チーム。うち、英語ポスターは53チーム（日本、韓国、
台湾、フィリピン、ベトナム、マレーシア、シンガポールから参加）。英語ポスターの審査は、
米国で半世紀以上続く国際学生科学技術フェアIntel ISEFの基準に則り、17名の研究者
（本誌5ページ参照）が約２時間の協議を行ったうえで決定。日本語ポスターの審査は、
来場者の投票（協議機関の研究者、大学生、OB・OGを含む）によって決定されました。

Artificial Photosynthesis - Formic Acid Generated from Carbon 
Dioxide by Using Tantalum Oxide/Tantalum Plate and Novel 
Visible Light Response ‒
市川学園 市川高等学校／Keii Go

Understanding Conical Pendulum Movement (CPM)
convergence using “CanSat’s” rotation-Controling the annoying CPM
東京工業大学附属科学技術高等学校／ ISHIZEKI Kota，
YAMANAKA Ichiya，JUNG Soohwan，ITO Hikaru

Biomass Close to You～To Identify Inhibitors of Gas Generation～
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校／Taketomi Takumi

主婦を育てる家事支援ロボットの研究
茨城県立つくば工科高等学校／畠井利緒，成島愛華，藤浦瑠奈，難波綾花

「マウス腸内フローラから観察したマヌカハニーの機能性
山村学園 山村国際高等学校／高野美穂，新井倭愛

「校内で使用・再現可能な微小重力実験の確立
兵庫県立加古川東高等学校／玉田麗，荒谷健太，頃安祐輔

【審査員特別賞】
立教池袋中学校・高等学校
「Improving the light intensity and light emission time of Peroxyoxalate 
- Chemiluminescence 2」

Changwon Science High School
「An Mathematical Analysis of Subconscious Human Behavior Using Set Theory

●表彰状　●クリスタルトロフィー　●ナイスギフト
●副賞：入場招待券と入場割引券（水戸芸術館）、入場招待券（茨城県近代美術館）
＊英語ポスターセッション1位は、チーム代表者1名に「グローバル・リンク・シンガポール」（2017年7月22日・23日、シンガポー
ルにて開催される化学・社会課題テーマに発表と議論を行う、アジア太平洋における中高生のアイデアコンテスト）招待参加権

【賞品】
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ポスターセッション
英語ポスター発表チーム一覧

School Title

清風学園 清風中学校・高等学校 The developm ent of the new flocculants made from natural material

Princess Chulabhorn Science
High School Phitsanulok

The Shockproof Packaging for Reducing the Degeneration and Slow the Change of the
Clim acteric Fruit during the Transportation and Pending for Sale

Novelty Bio- hydrogen Production by Using Immobilized Cells Made of Bacterial Cellulose

HERBAL LACTIS FOR VA RICELLA ZOSTER VIRUS WOUND TREATMENT

National Experim ental High School
at C entral Taiw an Science Park

SMS SERI PUTERI

Estim ation the number of the patients of the SNPs- related diseases for the next several decades静岡県立掛川西高等学校

The Possibility of Removal of Lead-ions by Euglena福岡県立香住丘高等学校

How do 3t3 cells grow on the scaffold using chim eric protein?ＡＩＣＪ高等学校

Eco Friendly CleanerSekolah Indonesia Singapura

Double Burden of MalnutritionSekolah Indonesia Singapura

CRUDE ETHANOLIC ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF Durio zibethinus (DURIAN) PEEL AND 
Nephelium lappaceum (RAMBUTAN) PEEL ON Escherichia coli AND Staphylococcus aureus

Philippine Science High School 
‒ Southern MindanaoCampus

If the cell be broken, w ill organism s survive?
～ Devises of unicellular organism “V alonia ventricosa”～

横浜市立横浜サイエンスフロンティア
高等学校

The Investigation into The Real Intention of A tractylodes Japonica横浜市立横浜サイエンスフロンティア
高等学校

A poptotic Change by Increasing Calcium Ion (Ca2+) - Concentration in Water横浜市立横浜サイエンスフロンティア
高等学校

The Scientific Significance of “Ochaduke”横浜市立横浜サイエンスフロンティア
高等学校

Typha latifolia collects oxygen generated by photosynthesis in the cavity of the leaf横浜市立横浜サイエンスフロンティア
高等学校

Biomass Close to You ～To Identify Inhibitors of Gas Generation ～横浜市立横浜サイエンスフロンティア
高等学校

BCC Nitro Product. The Study of Physical Factors that Affect the Relationship Between
Cyanobacteria and Biofilm Form ing Bacteria.Bangkok Christian College

In Vitro Cytotoxicity of Syzygium cumini (Java Plum) on Selected Human Cancer Cell LinesPhilippine Science High School 
‒ Southern MindanaoCampus

Edible coating Polysaccharide gel from durian huskPrincess Chulabhorn
Science High School Phitsanulok

Mechanisms for turn alternation and its memory in the pill bug (Armadillidium vulgare)埼玉県立本庄高等学校

Combating Poverty using Minifood (SCP)山村学園 山村国際高等学校

Exploring the origin of a cherry by using a new Plant DNA analysis method静岡県立掛川西高等学校

Novelty Bio-hydrogen Production by Using Immobilized Cells Made of Bacterial CelluloseNational Experim ental High School

Researching Mud-based Microbial Fuel Cell横浜市立横浜サイエンスフロンティア
高等学校

Creation of a Battery Whose Electrode Reactant Is Produced in Its Electrolyte横浜市立横浜サイエンスフロンティア
高等学校

Artificial Photosynthesis - Formic Acid G enerated from Carbon Dioxide by Using Tantalum
Oxide/Tantalum Plate and Novel Visible Light Response -市川学園 市川高等学校

Stop the Spread of Desertification by Agar神奈川県立厚木高等学校

Making fruit batteries ～ As useful as dry cells one ～東京都立小石川中等教育学校

Extraction of Nuciferine from Nelumb o Nucifera G . leaves using Kerosene
Hanoi ‒ A m sterdam High School
for the Gifted

BIOPLASTIC FROM Zea mays (MAIZE) COB-STARCH MIXTURE AND Ananas comosus
(PINEAPPLE) LEAF FIBER (PALF)

Princess Chulabhorn
Science High School Phitsanulok

PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ALKALIIMPREGNATED ACTIVATED CARBON
FOR WATER AND AIR PURIFICATION

Princess Chulabhorn
Science High School Phitsanulok

Rhodophyta Eucheum a Cottonii Bio PlasticSekolah M enengah Sains Seri Puteri

Research of Iron-based Cathode for Rechargeable Li-ion Battery市川学園 市川高等学校

Artificial Photosynthesis - Formic Acid Generated from Carbon Dioxide by Using Tantalum
Oxide/Tantalum Plate and Novel Visible Light Response -市川学園 市川高等学校

Creating A rtificially Photosynthetic Animals横浜市立横浜サイエンスフロンティア
高等学校

神奈川県立弥栄高等学校 Study of making rainbow -colored flame candle using the flame reaction

神奈川県立弥栄高等学校 Handmade rock paints from Sagamihara
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School Title

立教池袋中学校・高等学校 Improving the light intensity and light emission time of Peroxyoxalate - Chemiluminescence 2

NATIONAL JUNIOR COLLEGE Synthesis of Photoreactive Crystals consisting of Copper Metal and 4 - Styrylpyridine Ligand

Changw on Science High School An Mathematical Analysis of Subconscious Human Behavior Using Set Theory

Greatest Common Divisor of xa-1, xb-1Princess Chulabhorn Science High
School Buriram

Program to Find All Pair of Numbers Corresponding to Specific Greatest Common Divisor or
Least Common Multiple

Princess Chulabhorn Science High
School Phitsanulok

Development of Social Networking Service for Students横浜市立横浜サイエンスフロンティア
高等学校

Science Cooperation ～ Science for Everyone ～順天高等学校

The Condition of Making a Tornado横浜市立横浜サイエンスフロンティア
高等学校

Analyzing the Nijo family diary to Understand the Weather in the Latter Stages of the Edo Period.
― Com parison w ith the Sekiguchi diary―池田学園 池田中学・高等学校

地震による建物の危険度予測マップの作成安田女子中学高等学校

A new non-invasive way to understand and protect hen eggNational Nanke International Experim
ental High School

Perform ance of Bubble Sheet横浜市立横浜サイエンスフロンティア
高等学校

Prediction of rainfall by using intensity of cloud brightness ratioM ahidol W ittayanusorn School 

NATURAL BAGASSE AS SOUND ABSORBERSekolah Indonesia Singapura

Motion of a spherical neodymium magnet falling through a metal pipe札幌日本大学高等学校

Understanding Conical Pendulum Movement (CPM) convergence using “CanSat’s” rotation
‒Controling the annoying CPM !東京工業大学附属科学技術高等学校

The secrets behind vibration ‒ sound and standing wave
National Nanke International Experim
ental High School

　2010年から始まったつくばScienceEdgeは、毎年参加校数・来場
者数を増やし、2017年は海外からも多くの学校が参加をしました。そ
んな成長し続ける同イベントで、審査委員を務める宮本博士は、「今
年はマレーシアやタイなど海外からもとても優秀な学生さんが参加
し、とても感心します。“日本のこういう場所で発表したい”という意
欲がすごく伝わってきて、大変有難いなと思います。」とお話されまし
た。年々英語のポスターセッションの参加チームも増え、審査委員の
人数も必要になり、大変だと話す一方で、優秀な学生さんと実際に
会って話しができるチャンスというのは非常にいい経験になり、刺激
を受けるそうです。

　英語のポスターセッションは、パワーポイントを使いプレゼンテー
ションするのとは違い、一枚の紙にまとめて見せるというのは意外と
難しいと思いますが、その秘訣を宮本博士はこうお話しされました。
「そうなんです。しかしそれを補うのが口です。英語のプレゼンテー
ションですので、それなりにしっかりした表現力がないと、言ってい
ることが伝わってこない。実は、他にはこういうことがあるけれど、自
分はそれとは違うこういったアプローチをしたかったんだ、というオ

リジナリティを示せると素晴らしいと思います。ただ、こういうのがあ
るので、別のサンプルでやってみました。それだけだとさほど感銘は
受けませんね。」

　最後に参加してくれた学生さんに期待することを聞いてみました。
「海外の人にとっては日本という国へ来て、一流の研究者とディス
カッションできる・・・そういう機会は非常に貴重なんだと思います。
審査委員の方々は、多少研究者のOBもいますが、２／３は現役の研
究者。実際に海外の国際会議などで活躍している人たちですので、
彼らの目を通して、また彼らとディスカッションすることによって、何
かを感じてほしいです。これが世界レベルのものの見方だよ、という
ことを教えてくれると思う。具体的な実験の中身というよりは、どうい
う視点でモノを見ていくとか、まだまだ何段も上があるんだなという
ことを感じてほしいですね。優秀な人であればあるほど、自分が克服
すべきポイントがどこにあるのかわかるきっかけになると思います。
私たち審査委員は、学生だからといって、容赦はしておらず、一人の
研究者としてディスカッションしています。そういうチャンスの場とし
て捉えてもらえるといいですね。」

一人の研究者としてディスカッションできる場だと思ってほしい。
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ポスターセッション
日本語ポスター発表チーム一覧

学校名 タイトル

神奈川県立弥栄高等学校 硝化細菌の添加が根粒形成数に与える影響

神奈川県立弥栄高等学校生 分解性プラスチックの合成方法と性能についての研究

滝学園 滝高等学校江南市の大気観測及びデータの分析

山形県立酒田東高等学校 スターリングエンジンに関する研究

山形県立酒田東高等学校 ロータス効果フィルムの活用による摩擦の小さい船の研究

山形県立酒田東高等学校 蓮の葉の構造を利用したフィルムの建築材等への応用

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 自然治癒を妨げない理想の絆創膏

埼玉県立川越高等学校 ヨコヅナクマムシのトレハロース代謝

三田国際学園高等学校 カプサイシンの力～カビを殺菌できるのか！？～

三田国際学園高等学校 ３秒ルール発展 ver

三田国際学園高等学校 ミドリムシが植物の水耕栽培に与える影響

三田国際学園高等学校 電気的刺激によるキノコの収穫量の変化

山村学園 山村国際高等学校 マウス腸内フローラから観察したマヌカハニーの機能性

市立札幌開成中等教育学校 階段上昇時における踏面の最適な角度

千葉市立千葉高等学校 実験から見えてくる体毛の内部構造ごとの保温性

東京大学教育学部附属中等教育学校 マウスは教え、学ぶのか

東京大学教育学部附属中等教育学校 ニホンアマガエルの採餌行動における視覚刺激の効果

東京都立多摩科学技術高等学校 精神神経免疫学の研究～「病は気から」を科学する～

茗渓学園高等学校 イシクラゲは夢の生物資源となるか～増殖・代謝の実態とその有用性 を探る～

安田女子中学高等学校 納豆菌による水質浄化作用をより高めるには

茨城県立竹園高等学校 桑葉内のカイコガの休眠を誘引する成分

茨城県立並木中等教育学校 光の波長の違いによる蚕の孵化・羽化への影響

宮城県多賀城高等学校 多賀城高校の松枯れの原因を探る

宮城県多賀城高等学校 浦戸諸島におけるマツ類ハイブリッドの形態的・遺伝的比較

熊本マリスト学園高等学校 熊本市下江津湖に生育する絶滅危惧種キタミソウの繁殖特性

埼玉県立本庄高等学校 日本イワナの系統の遺伝的解析

三田国際学園高等学校 クマムシはどんな環境にでも耐えられるのか

三田国際学園高等学校 遺伝病の発症をふせぐには

三田国際学園高等学校 環境改善に向けたミドリムシ培地の開発

山形県立寒河江高等学校 原形質流動の最速化

山形県立山形西高等学校 オカダンゴムシの光に対する反応について

山形県立山形西高等学校 メキシコサンショウウオの産卵誘発について

山形県立山形東高等学校 クマムシの長期培養の試み

山形県立山形東高等学校 音波（振動）の酵母への影響

山村学園 山村国際高等学校 ペットボトル飲料のクエン酸による保存法

山村学園 山村国際高等学校 ミントタブレットの口腔細菌におよぼす抗菌効果

山村学園 山村国際高等学校 香辛料の食中毒原因菌におよぼす抗菌効果

順天高等学校 幸せの確率論

順天高等学校 記憶力について

順天高等学校 食物繊維は植物にとっても良いのか？

順天高等学校 第一印象は意外と正しい判断基準？

順天高等学校 虫歯とその予防とは

順天高等学校 偽マヌカハニーの製造

順天高等学校 なぜモーツァルトの曲は人を癒すのか

神奈川県立追浜高等学校 電車内での二酸化炭素濃度の比較

神奈川県立弥栄高等学校 色付きの糸を作ろう！

神奈川県立弥栄高等学校 最強のゴキブリ捕獲器の開発

神奈川県立弥栄高等学校 プラナリアの水平切断について

神奈川県立弥栄高等学校 プラナリアの記憶の引き継ぎ

静岡県立掛川西高等学校 mtDNA解析によるゲンジボタル地域差Ⅳ
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学校名 タイトル

兵庫県立加古川東高等学校 学校でできる微小重力実験の確立

大妻嵐山中学校 ウミホタルの発光条件

大妻嵐山中学校 ダンゴムシの生態～雌雄の違いと色覚について～

大妻嵐山中学校 ハムスターの学習能力について

大妻嵐山中学校 プラティの視運動

大妻嵐山中学校 藻の増殖条件について

東京都立多摩科学技術高等学校 無菌操作っぽくない無菌操作

文京学院大学女子高等学校 ゾウリムシの収縮胞

文京学院大学女子高等学校 コヒョウモンモドキの鱗粉に迫る

浦和実業学園中学校・高等学校 絶滅危惧植物インドオオイシソウの生育調査と培養の試み

浦和実業学園中学校・高等学校 低温下での緑色光照射が及ぼすヒラメの成長速度の変化

浦和実業学園中学校・高等学校 透明骨格標本を用いた２種のカエルの骨格形成過程の比較

浦和実業学園中学校・高等学校 歩行虫の調査から自然環境を探る

浦和実業学園中学校・高等学校 実験室に自然環境を再現する試み

開成中学校 どこにでもある泥が燃料の「吸わせる燃料電池」

愛知県立岡崎高等学校 「リーゼガング現象」について～沈殿形成とゲルの条件変更～

安田女子中学高等学校 果皮の可能性～どこまで水を浄化できるのか～

茨城高等学校・茨城中学校 固定化微生物によるアルコール発酵の研究（第2報）

茨城高等学校・茨城中学校 本田藤嶋効果の検証（人工光合成を目指して）

宮城県多賀城高等学校 土壌中のイオン濃度の測定と環境変化の一考察

啓明学園高等学校 プリンを使った糖の保水性の研究

三田国際学園高等学校 汚れと洗剤と微生物との相性

三田国際学園高等学校 皆が食べたくなる食飲水を目指して

山形県立山形東高等学校 各種長鎖アルキルアルコールによる単分子膜の作製と評価

順天高等学校 花火大会で使用される日本の花火は環境あるいは人体に影響を与えるか

城西大学附属城西高等学校 Ooho! ～持ち運べる水～

城西大学附属城西高等学校 納豆の混ざり具合と粘り気の関係

神奈川県立弥栄高等学校 黒と白の岩絵具の製作

静岡県立掛川西高等学校 スイカの皮のにおいから考えるにおいの有用性

大妻嵐山中学校 シャンプーの性質について

大妻嵐山中学校 ペンのインクとその性質

東京成徳大学高等学校 牛乳プラスチックの性質検証

東京都立多摩科学技術高等学校 開け！ゴマの世界～ゴマの抗酸化能力の比較～

日本大学習志野高等学校 ルミノール反応の触媒の研究

日本大学習志野高等学校 ホルモール法によるアミノ酸の測定

日本大学習志野高等学校 置換フェノールフタレインにおける置換基の影響

明治大学付属中野中学校 アロマに関する研究

明治大学付属中野中学校 「時計反応」の研究（ルミノール発光）

立教池袋高等学校 リーゼガング現象のゲル化剤による変化

立教池袋中学校 燃えかすの残らない硝化綿を作る

立教池袋中学校 カメレオンエマルションの謎

市川学園 市川高等学校 電解質による水素結合への影響とセルラーゼ・アミラーゼを使った糖化速度の研究

神奈川県立弥栄高等学校 輝く青銅鏡を求めて～配合比と冷却方法に関する考察～

神奈川県立弥栄高等学校 パン酵母を使用したバイオ燃料電池に関する研究

東京都立多摩科学技術高等学校 田んぼからのエネルギーの贈り物～添加物を用いた籾殻の熱分解の効率化～

奈良育英学園 育英西高等学校 サイリウムの可能性を広げる

Yohan International Christian School カルメ焼きをうまく作るには

三田国際学園高等学校 愛せるA Iの研究と開発

お茶の水女子大学附属高等学校 A I(愛)情いっぱい子育て支援ロボット

城西大学附属城西高等学校 サンタクロースは何者なのか

埼玉県立川越高等学校 広域探査ロボットの製作

順天高等学校 項目反応理論の可能性

順天高等学校 C言語を使用したゲームプログラミング
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学校名 タイトル

順天高等学校 アルゴリズムをプログラムへ

順天高等学校 いままでにない英単語アプリケーションの作成

順天高等学校 ＲＰＧで学ぶ各教科の基礎

順天高等学校 日本人の日本史嫌いの払拭

茨城県立つくば工科高等学校 主婦を育てる家事支援ロボットの研究

名古屋大学教育学部附属高等学校 帆座領域における分子雲衝突による大星団の誕生

茨城県立水戸第二高等学校液 状化による住宅被害への対策～土のうを用いて～

埼玉県立川越高等学校 銀河系の質量分布

順天高等学校 なぜ2016年は台風での休校が多かったのか

埼玉県立川越高等学校 ペットボトルロケットの加速度測定

埼玉県立川越高等学校 川越高校における風速の変化と風力発電

三田国際学園高等学校 ヘロンの噴水を用いた発電機の開発

三田国際学園高等学校 振動発電を用いた小型発電機機の開発

順天高等学校 連続衝突実験器を用いた運動の研究

順天高等学校 紙飛行機における紙の縦横比と形状の関係が及ぼす飛距離への影響

順天高等学校

順天高等学校 超電導電磁推進船の未来

城西大学附属城西高等学校 地球一周はペン何本分？

順天高等学校 風と気化熱で物体はどのように冷えるのか

城西大学附属城西高等学校 バナナの皮で人は本当に滑るのか

明治大学付属中野高等学校 「光学迷彩」の実現に向けて

城西大学附属城西高等学校 全世界を一斉に照らすには？

大妻嵐山中学校 打ち水の効果について

大妻嵐山中学校 伝播の規則性

東京工業大学附属科学技術高等学校 自動車の自動運転への適用に向けた平衡感覚の定量データによる乗り物酔いの解析

札幌日本大学高等学校 入射球が磁石球であるガウス加速器の加速メカニズム（第2報） ～射出球の質量と運動量及び運動エネルギーの関係～

千葉市立千葉高等学校 覆水盆に返らず ～コップに滴る水を防ぐ～

東京都立科学技術高等学校 火星探査機翼～大気密度1/100の世界を飛ぶ～

埼玉県立川越高等学校 イオンクラフトの浮上力

埼玉県立川越高等学校 ジャイロ効果の安定性

埼玉県立川越高等学校 ダークマター分布から天の川銀河を造るシミュレーション

三田国際学園高等学校 筋肉を強くするのに最適な負荷

三田国際学園高等学校 生分解性プラスチックの有効性

三田国際学園高等学校 ミトコンドリアの可能性

三田国際学園高等学校 透明標本を作る

三田国際学園高等学校 水耕栽培で甘い野菜を作る

三田国際学園高等学校 身近な食品についての簡便な遺伝子解析

三田国際学園高等学校 p5 3タンパク質が癌に及ぼす影響

千葉県立津田沼高等学校 アオサのバイオエタノール化への挑戦

千葉県立津田沼高等学校 谷津干潟のアオサが水鳥に与える影響について

今回の日本語ポスターセッションでは、身近な問題や商品を研究テーマにしていたチームに多くの
人だかりできていたようです。
その中でひと際、にぎやかだったのは、日本語ポスターセッションで1位に輝いた、茨城県立つくば
工科高等学校の「主婦を育てる家事支援ロボットの研究」。実際に可愛らしい人形ロボットも制作
し展示していました。なぜこのテーマにしたのかお話しを聞いてみると「最近女性が社会に出て働
くということが当たり前になっていて、働きながら主婦もこなすという両立は大変だと思う。働きに
出ると、料理を勉強する時間もないので、そういう人のためにこのロボットがあると役立つだろうと
思いました。」と語ってくれました。現代の社会にマッチした研究テーマに多くの人が興味を抱いた
のかもしれません。働きながら主婦をするという両立は、女性にとって一度は悩むことではないで
しょうか。こういったロボットがあることで、今後益々女性も社会で活躍しやすくなるでしょう。

身近な問題や商品をテーマにした研究に興味津々！



サテライトプレゼンテーション
2017年度から新たに始まったサテライトプレゼンテーション。このプレゼンテーショ
ンは惜しくもオーラルプレゼンテーションの事前審査で8位までに入賞できなかった上
位10チームまでの希望校がプレゼンテーションを行いました。審査委員の方にアドバイ
スをいただき、次の入賞に向けて取り組まれることでしょう。

参加校一覧（発表順）
清風学園 清風中学校・高等学校
池田学園 池田中学・高等学校
札幌日本大学高等学校
埼玉県立川越高等学校
福岡県立香住丘高等学校
東京都多摩科学技術高等学校
市川学園 市川高等学校
神奈川県立厚木高等学校
山村学園 山村国際高等学校
開成中学校
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サイエンスワークショップ
サ イ エ ン ス ア イ デ ア コ ン テ ス ト

、体団、業企るす究研を学科の端先最。」プッョシクーワスンエイサ「、の評好年毎
大学等の協力により、化学、生物学などの自然科学から応用的な医学分野まで、 
全11の多彩なワークショップが開催されました。

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構（JAEA）
「100年前、アインシュタインが行った実験とは・・・？
～新しいエネルギーへのヒント～」

タンガルーマ 海洋教育保護センター
「科学で海洋動物の理解を深め、自然界との共存を計る－自然環境への害を
最小限に抑えた、オーストラリアのエコツーリズム感動の心を自然保護の力へ－」

日本科学未来館
「ジュニア・サミット～ジオスコープを使って気候変動に立ち向かえ！～
Junior Summit on Global Warming」

国立大学法人 東京工業大学
「21世紀の新しいサイエンス 人工知能の次に来る『自然知能』とは何か？」

国立大学法人 お茶の水女子大学
「一瞬先の未来を予測してみよう－微分方程式と、コンピュータによる
シミュレーション－」

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構
「スパコンって、何がスーパーなの？」

東京農業大学
「化学が生物の不思議を解き明かす －あらゆる分野が群雄割拠する
生命科学の可能性－」

日本大学理工学部
「2050年宇宙エレベーターの旅 －実現に必要な10のこと－」

筑波大学 藻類バイオマス・エネルギーシステム開発研究センター
「思い描こう！資源を自給自足する未来を ～微細藻類に秘められた可能性～」

東邦大学
「生命（いのち）の地球（ほし）・生態系保全の最前線 ー貴重な自然を銀行に
貯金する！？ー」

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
「宇宙での放射線被ばくについて考えよう ～君の解は安全なミッション
実現に繋がるか？～」
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100年前、アインシュタインが行った実験とは・・・？
～新しいエネルギーへのヒント～

日本で唯一の原子力に関する総合的研究開発機関。
原子力に関するさまざまなテーマについての研究活動などをおこなっている。

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構

ワークショップに参加した生徒の感想

日本原子力研究開発機構 原子力科学研究部門
先端基礎研究センター スピン-エネルギー変換材料科学研究グループ
小野正雄 研究副主幹、緒方裕大 博士研究員

事業
内容

約100年前、アインシュタインが生涯で唯一行ったといわれ
る実験にもつながっている「電子」の謎・・・。
今回のワークショップでは「電子は回っている」がテーマ。
電子が原子核の周りをまわっている、というのは化学の教科
書にも書かれている基礎的な知識ですが、電子自体も回って
いる、つまり自転していることはご存知でしょうか？
では、その「回っている」電子に外から回転を加えるとどうな
るでしょう？
実はその答えが、新しい発電方法や省エネにつながる大きな
可能性を秘めているのです。電子の動きを体感する実験を
通して、電子が持つ未来への可能性を学びました。

「簡単な実験を交えてのワークショップだったので、体感的に電子の動きを感じることができ楽し
かった」(高1)「本来の目的であったアインシュタインの実験をしっかりと理解できた」(高2)

科学で海洋動物の理解を深め、自然界との共存を計る
－自然環境への害を最小限に抑えた、オーストラリアのエコツーリズム感動の心を自然保護の力へ－

リゾート開発・運営業務。海洋専門研究。

タンガルーマ 海洋教育保護センター

ワークショップに参加した生徒の感想

Miyu FUKUDA
Assistant Sales Manager - Japan

Tangalooma Island Resort

事業
内容

オーストラリアの国立公園モートン島の中心に位置する、世
界で3番目に大きい砂の島・ダンガルーマ。豊かな緑に囲ま
れたその島は、多くの珍しい海洋生物が生息する人気の観光
スポットです。ダンガルーマでは、観光や旅行を通じて自然
保護や環境保全への理解を深めようという「エコツーリズム
」をいち早く取り入れています。
今回は、海洋生物学が「エコツーリズム」に必要とされてい
るのか・・・という基礎の部分から、マリンエジュケーション
＆コンサバーションセンターの母体、タンガルーマドルフィン
リゾート成功の秘密やその背景について学びました。
科学研究を基に作られた、未来も考慮した上でのマネージメ

ント計画。そして野生動物から学ぶ自然のすばらしさ、人間
が及ぼす影響など、真剣な表情で聞き入っている生徒を多く
見かけました。

「実際にオーストラリアの方でビデオ電話して色々なことを聞けたことが印象に残りました」(中2)「イルカの回復力が早いこ
とを初めて知りました。他にもウミガメの子供の性別が砂の温度で決まること等、豆知識が多くて楽しかったです。欲を言う
ならもっとその理由も教えてほしかったです」(高2)
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ジュニア・サミット～ジオスコープを使って気候変動に立ち向かえ！～
Junior Summit on Global Warming

日本科学未来館

ワークショップに参加した生徒の感想

事業
内容

国内外の科学者や研究機構から集めた、世界中の地球観測
データにアクセスできるインタラクティブボード「ジオ・ス
コープ」。この「ジオ・スコープ」を使って気候変動・現在・
未来の姿について考えていきました。
具体的には、「気温は今度どれくらい上昇する？」や「北極の
氷はいつまでもつ？」などを「ジオ・スコープ」で未来予測し、
参加者は地域の代表になり、科学データに基づいて考えてい
きました。自分の地域がどうなったら嬉しいか、それを実現
するためには、自分の地域をどう導いていきたいか、などを
話し合いました。立場の違う人の意見を聞き、自分の中に起
こる変化と向き合うことで、いい刺激になったようです。

「他の人の発表をきいて、大きな刺激をうけた。それらから得た考えを自分の研究に活かそうと思いま
した」(高1)「シミュレーションを使い、未来の気候変動による問題等をリアルにイメージできた」(高1)

21世紀の新しいサイエンス
人工知能の次に来る「自然知能」とは何か？

国立大学法人 東京工業大学

ワークショップに参加した生徒の感想

国立大学法人 東京工業大学
物質理工学院応用化学系 教授、WPI地球生命研究所、

理化学研究所 兼務 原正彦

事業
内容

現在の最先端のコンピュータや人工知能だけでは、出来な
いことがまだまだたくさんあります。人工知能に続き、次
に注目を集めているのが、「自然知能」です。自然界に存在
する生物や物質には、回路のような構造を持たなくても、
適切な入力と出力から、社会的に共通の価値をもたらす情
報処理や機能変換などの、知的機能を発現する可能性があ
ります。要するに、自然知能とは、人工知能の上位概念で、
「21世紀の新しいサイエンス」とも言えるでしょう。
ワークショップでは、この自然知能のこれからの方向性に
ついて考えるとともに、既存の学問分野の枠内や延長線上
にはない、社会的価値を創出する自然知能の持つ可能性に

ついて、さまざまな角度から考察しました。

「とてもユーモアあふれる先生で、難しいお話しでしたが、とても理解しやすく面白い研究でした。今までにない着眼点が興味
深かったです」(高1)「人工知能とは全く違う自然知能、粘菌を使うことで何世紀もの計算を早くできるというのは、ありそう
で無かった、面白く便利な新発想と思った」(高1)

日本科学未来館（科学コミュニケーター Science comuinicator）
入川暁之 Aiyuki Irikawa,  渡邊吉康  Yoshiyasu Watanabe

今世界に起きていることを科学の視点から理解し、私たちがこれからどんな未来をつくっていくかをともに考え、語り合
う場を提供。日々の素朴な疑問から最新テクノロジー、地球環境、宇宙探求、生命の不思議まで、さまざまなスケールで
現在進行形の科学技術を体験することができる。

1881年設立。歴史を誇る理工系総合大学で、３つのキャンパスに学士課程約5,000人、大学院課程約5,000人、合計約1
万人の学生が学ぶ。世界を舞台に科学技術の分野で活躍できる人材の輩出と地球規模の課題を解決する研究成果によって
社会に貢献し、長期目標である「世界最高の理工系総合大学」の実現を目指す。
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一瞬先の未来を予測してみよう 
‒微分方程式と、コンピュータによるシミュレーション‒

国立大学法人 お茶の水女子大学

ワークショップに参加した生徒の感想

国立大学法人 お茶の水女子大学
基幹研究院基幹教育系 講師 桑名杏奈

事業
内容

ある速度で走っている車が、ブレーキを踏んでから止まる
までにかかる距離を予測できますか？
ある力で投げ上げられたボールの落下地点を予測できます
か？蛇口をひねって流れ出てくる水の動きを予測できるで
しょうか？身の回りの現象は「微分方程式」で記述される
ことが多々あります。
ワークショップでは身近な物理現象に対して、その現象を
記述する微分方程式と、微分方程式をコンピュータに解い
てもらうための差分化、実際にコンピュータに計算を行っ
てもらうために必要なプログラミングまでの流れを学びま
した。

「流れ落ちた水が計算で形をあらわせるなんてすごいと思った」(高2)
「説明がユニークで面白かった」(高2)

スパコンって、何がスーパーなの？

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

ワークショップに参加した生徒の感想

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構
計算科学センター 助教

松古栄夫

事業
内容

「スパコン」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
スパコン＝スーパーコンピュータの略称で、すごい性能のコ
ンピュータのことです。コンピュータは急速に性能が向上し
ていますが、研究者たちはもっともっと高速なコンピュータ
を求めています。それは、大規模な数値計算でしかわからな
いことや、できないことがあるからです。
素粒子や宇宙の分野にも、そんな謎がいくつもあります。
ワークショップでは、スーパーコンピュータとは具体的にど
んなもので、どのようなことができるのか解説を聞き、素粒
子や宇宙に関する研究での活躍を学びました。真剣に解説
を聞き入っている学生の姿が目立っていました。

「コンピュータは現在すごい勢いで成長していることがわかった。スーパーコンピュータによって色々な事柄が証明
されているのだと分かった」(中2)「名前だけしか知らなかったスパコンの構造を知ることができてよかった」(高1)

高度な専門教育と並んでリベラル・アーツ教育を重視する理念を基に、人文科学・自然科学・社会科学の素養やセンスを
広く備えた知性を育むことを目指す。長年の蓄積を生かし、それを発展させ、一人ひとりに豊かな学びの可能性を拓いて
いく。

高エネルギー物理学・加速器科学・物質構造科学などの総合研究機関。最先端の大型粒子加速器を用いて、宇宙の起源、
物質や生命の根源を探求し、研究者の自由な発想による「真理の追究」を目指して研究開発を推進している。
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化学が生物の不思議を解き明かす
‒あらゆる分野が群雄割拠する生命科学の可能性‒

東京農業大学

ワークショップに参加した生徒の感想

事業
内容

「分子模型を使った分かりやすい説明で楽しく学べました」(高1)
「教科書に載っていない有機の話がきけた」(高2)

2050年宇宙エレベーターの旅 
‒実現に必要な10のこと‒

日本大学理工学部

ワークショップに参加した生徒の感想

日本大学理工学部
次長・教授 青木義男

事業
内容

東京農業大学 生命科学部 分子生命化学科
准教授 矢島新（ヤジマ アラタ）

1893年、農業発展を目的に設立。学問のための学問を徹底して排した、実際から学ぶ「実学主義」を教育研究を行うほ
か、21世紀の人類が直面するであろう食料、環境、エネルギー、健康に係る問題への取り組みにも力を入れる。

『自主創造』に基づき、一人ひとりの個性を尊重し、『自由闊達な精神、豊かな創造性及び旺盛な探究心を持ち、人類の平和
と福祉に貢献できる、誇りある人材を養成する』ことを教育理念に掲げている。

「化学」ほど好き嫌いが分かれる分野はないのでは？
一般に化学物質といえば悪玉みたいな扱いを受けていま
す。でもよく考えてみて下さい。私たち生物も化学物質で
できていて、生命活動には物質のやりとりが欠かせません。
生命はまだまだ謎に満ちていて、研究しなければならない
未踏の領域に溢れています。
そんな生命の不思議を解き明かすためには、生物学にとら
われず、化学や物理学といった高校では別々に学んでいた
知識を統合していくことが益々重要になっています。
今回は、まず化学、特に有機化学の基本である物質の構造
について分子模型を使って実体験し、その知識が生物の間

でやりとりされる、信号物質の研究に生かされている研究
成果について学びました。

ロケットに代わり多くの人が宇宙旅行ができる夢の宇宙往
還機として半世紀前に考案された宇宙エレベータ（軌道エ
レベータ）は、2050年の実現にむけて日本の企業や海外
の研究機関などで様々な基礎研究が開始されています。全
長10万㎞にも渡るケーブル軌道とケーブルを昇降するクラ
イマー（昇降機）の開発には多くの課題があり、従来のエ
レベータ設計技術だけでは実現が難しいのですが、先端ロ
ボット技術や宇宙開発技術にこれらの課題を解決するヒン
トが多くあることが分かってきました。
ワークショップでは、人や物資の宇宙空間への輸送をわず
かなエネルギーで実現する合理的な仕組みを学び、日本の

企業による開発計画、米国、ドイツなどで行われている競
技会や製作したクライマーとその昇降実験などを見ながら
開発の現状、宇宙エ
レベーター実現に必
要な１０のことを科
学者の視点で考え、
学びました。

「時間の割り方が良く、多くのことが理解できた」(高1)
「自分の興味のある分野であっても、知らないことがたくさんあって驚いた」(高1)



思い描こう！資源を自給自足する未来を
～微細藻類に秘められた可能性～

筑波大学 藻類バイオマス・エネルギーシステム開発研究センター

ワークショップに参加した生徒の感想

筑波大学 藻類バイオマス・エネルギーシステム開発研究センター
生命環境系助教 吉田昌樹

数理物質系（産総研クロスアポ）助教 川島英久

事業
内容

私たちの住む日本はエネルギー自給率が大変低く、ほとん
どを海外からの輸入に依存しています。また、今日地球上で
使用されているエネルギーのほとんどは化石燃料に由来し
ています。化石燃料は、埋蔵量に限りがあるだけでなく、燃
やすと大気中の二酸化炭素濃度を上げるという問題をはら
んでいます。持続可能な日本、地球を創造するために私たち
になにができるのでしょうか。たとえば、私たちの身のまわ
りにあふれているプラスチックの原材料を石油から「藻類（そ
うるい）」に切り替えること。これも解決策のひとつです。
「藻類」という生物は、植物と同様に光合成を行う生物です。
そして、その実体は非常に多様で未知の生物でもあります。

顕微鏡を使わないと観察できない「微細藻類」には、石油と
似た成分や、化粧品などに使われる成分を産生する種類も
あります。
ワークショップでは、
微細藻類についての
基礎知識をはじめ、
それがもつ未知数
の可能性、産業化応
用の最前線について
理解について学びま
した。

「藻類から取った油を使って、車等のガソリンにして動かせたことに驚き、小さな植物のエネルギーとしての可
能性を感じた」(中2)「葉緑体を持たない藻類がいるのを初めて知った。人工いくらを作れて楽しかった」(高1)

生命（いのち）の地球（ほし）・生態系保全の最前線
‒貴重な自然を銀行に貯金する！？‒

東邦大学

ワークショップに参加した生徒の感想

事業
内容

「生命（いのち）の科学で未来をつなぐ」をコンセプトにして
いる東邦大学では、なぜ自然は大切か？など生物の生態系
について学びました。
まず、生物多様性の保全が人類共通の課題になっています。
なぜ、この地球は生命があふれ、我々はどんな恩恵を受けて
いるのか。生物多様性の意味と価値について考えました。そ
して、私たちが便利な生活と引き換えに失ってしまったもの、
最後に経済の仕組みを取り入れて生態系保全を実現する生
物多様性オフセットの驚きのメカニズムについてお話しを聞
きました。興味津々と必死にメモを取る学生が目立ちました。
また学校で生物を履修していない学生は、Twitterで講義

の内容の同時解説を見ながら講義を受けていました。

1973年開学。茨城県つくば市にキャンパスを置く。基礎および応用諸科学についての教育・研究に力を入れるとともに、
創造的な知性と豊かな人間性を備えた人材の育成を通じて、学術文化の進展に寄与することを建学の理念としている。

東邦大学 理学部 生命圏環境科学科
講師：柴田裕希

1925年帝国女子医学専門学校設置以来、創立者である額田豊・額田晉両先生の女子の理科系教育の向上と健全な人間性の
育成という当初の目標を引き継ぎ、戦後、設置する東邦大学において自然科学系総合大学として、生物系自然科学教育に
重要な役割を果たしてきた。

「どのようしにして生態系を保全するか、また、生態系の大切さを改めて考える良い機会となった」(高2)「参加者に
質問したり意見を聞いたりしていて飽きることがなかった。一つの問題について意見討論を行えて楽しかった」(高1)
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宇宙での放射線被ばくについて考えよう
～君の解は安全なミッション実現に繋がるか？～

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構

ワークショップに参加した生徒の感想

事業
内容

「JAXAが行っている仕事内容や宇宙開発の問題である放射線についての対策や改善点を考え、将来につなげるきっかけと
なった」(高1)「分かりやすくゆっくりしてくれたので、分かりやすく、また自分たちで考える体験型だったので一緒に楽しめま
した」(高2)

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
研究開発部門第一研究ユニット

研究開発員 後藤亜希

宇宙科学研究所（ISAS）、航空宇宙技術研究所（NAL）、宇宙開発事業団（NASDA）が１つになり、宇宙航空分野の基礎研
究から開発・利用に至るまで一貫して行う中核的実施機関。宇宙・航空が持つ大きな可能性を追求し、さまざまな研究開
発に挑む。

宇宙には、「宇宙放射線」と呼ばれる人体に有害な放射線
が存在します。
人が安全に宇宙（月・火星）に行くためには、「宇宙放射線
から身を守る技術」が必要不可欠です。
ワークショップでは、放射線挙動シミュレーション（※）を
実際に行いながら、宇宙放射線から身を守る方法を学びま
した。皆、さまざまなアイディアなどを協力して出し合い、
放射線の動きを止められる方法を模索していました。
「宇宙に行きたい！」・「宇宙が気になる！」・「放射線って
何だろう？」と考えている学生も多く、目を輝かせながら取
り組んでいました。

※日本原子力研究開発機構が開発するPHITS (Particle 
and Heavy Ion Transport code System;粒 子・重イ
オン輸送計算モンテ
カルロコード）を使
用して、放射線の動
きを予測する計算。

25



26

つくばScienceEdge2017　国際交流会開催

総勢100名！クイズやゲームで親睦を深めたサイエンスエッジの出会い

当日参加してくれた皆さんが答えてくれたアンケート結果をご紹介します。参加者DATA

中学１年生 5%

中学3年生 10%

高校3年生 2%

高校
2年生
28%

　1日目の夜、韓国・台湾・タイ・フィリピン・ベトナム・マレー
シア・シンガポールと日本の中高生約100名による国際交
流会が開催されました。国際交流会の間は、共通語は英語と
なり、皆さん英語でのコミュニケーションをとって、短い時間
の中で親睦を深め合っていました。
　ホストは広尾学園高等学校の生徒に依頼を行い立案と進
行を実施してもらいました。参加生徒は受付時に振り分けら
れ、“各国混合チーム”を結成。英語での自己紹介のあと、チー

ムごとに一致団結して、さまざまな4択クイズや、ゲームなど
をし、点数を競い合いました。
　参加した外国の生徒からは、「さまざまな国の人と関われ
て楽しかった」と終わったあとは、笑顔がこぼれていました。
またホストを務めた広尾学園高等学校の生徒は「準備は大変
だったけど、参加者が楽しそうでよかった」とホッと肩を撫で
おろしていました。　　　　　　 協力／株式会社サマテイ

参加者

その他 4%HP 3%
先輩・友人

6%

どのようにして
知りましたか？

満足度 次回も参加
しますか？

先生 87%

はい
53%

いいえ
47%

後輩に
伝えたいですか？

はい
77%

いいえ
23%

高校1年生 31%

大変満足
23%

満足 46%

普通
28%

大変悪い 1%悪い 5%

中学
2年生
24%
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発表、参加したみなさん、すばらしいプレゼンテーションをありがとうございました！
つくば ScienceEdge2017



2017 REPORT

第8回は、2018年3月23日（金）～24日（土）の２日間で開催
中高生国際科学アイデアコンテスト
つくばScience Edge2018

■ 参加条件 ① アイデアコンテスト（オーラルプレゼンテーション）
　 ・  アイデアをご応募いただいた中から、選考を行います。
　 ・  選抜された8チームに、2日目の本選で、オーラルプレゼンテーションを行っていただきます。
　 ・   審査委員による審査により、優秀作品を選定し、表彰いたします。なお、書類による選考にもれたチームについては、 

ポスターセッションにご参加いただきます。 
※オーラルプレゼンテーションは英語での発表も可

② サイエンスアイデアや、普段の研究活動のポスター発表（日本語）
　 ・  ポスター展示場での発表・紹介をしていただきます。
　 ・   ポスターセッション審査委員、来場者による投票・審査により優秀作品を選定し、表彰いたします。 

※１日のみのご参加も可能です。
③ 英語によるポスター発表（10分単位 ※Intel ISEF の発表方式に準ずる）
　 ・   ポスター展示会場にて、英語での発表、紹介をしていただきます。  
　 ・  審査委員による審査により、優秀作品を選定し、表彰いたします。 
④ アイデアコンテスト・ポスター発表・ワークショップの見学（無料）
　 ・   ワークショップのご参加のみでも受付をしています。当日見学のみのご参加もできます。 

※各チーム、4つの参加形態から、いずれかを選択いただきます。

■ 発表内容 中高生の個人・団体が、主体的に考えたアイデアであること（今すぐの実現性は問わないので、夢のあるアイデアであること）
／研究・技術アイデアを含め、可能であれば実現するための計画も示すこと／科学的な知見・証拠は必ず参考文献（論文等）を
引用していること ※本選考後の「つくば国際会議場」での発表は、パワーポイントによるスライドプレゼンテーションです。

■ 参加手順 募集期間：2017年11月初旬～2018年１月中旬（予定） ※詳細はWebサイトを御覧ください
アイデアコンテスト（オーラルプレゼンテーション）にご参加／サイエンスアイデアや、普段の研究活動のポスター発表（日本
語）の場合／ワークショップのみ、または見学のみでご参加の場合 それぞれ、お申込後の手順が異なります。
※ご参加は無料ですが、オーラルプレゼンテーション（以下／OP）、英語でのポスター発表にはお申込み時、1チーム8,000円の審査料が必要となります（OPの
　予備選考にもれて日本語ポスターで発表をするチームには、ポスター発表参加後、「評価表」を送付します。審査料の払い戻しはございません）。
  

■ 選考 ご応募いただいたアイデアの中から選考を行い、選考されたチームに詳細を通知します。
ポスター発表でご応募いただいた場合、ご参加決定したチームに詳細を通知します。

■ 本選：2018年3月24日（土）　
。すまきだたいてっ行を表発るよにトンイポーワパ、てに」場議会際国ばくつ「、はにムーチ抜選のつ８るす加参にトステンコアデイア

※ 1チームの持ち時間は10分程度。発表後、質疑応答(ディスカッションがあります）。  
※ポスター発表で参加するチームは、別会場での発表がございます。
※アイデアコンテスト、ポスター発表ともに、表彰式にご出席いただきます。

■ 表彰について 「科学の研究者にとって必要な視点を伸ばしてほしい」という審査委員の思いから、本コンテストでは独自の視点から３つの
  賞を設定しています（創意指向賞、探究指向賞、未来指向賞／オーラルプレゼンテーションの賞）。記念の楯や賞状の授与の
  ほか、副賞もご用意しています。ポスターセッションおよび研究成果の展示の表彰も、別途ございます。

■   開催日時：2018年3月23日（金）～24日（土） 
開催場所：つくば国際会議場（茨城県つくば市竹園2-20-3）

■ 募集要項・詳細：（2017年11月初旬公開予定）

（2017年実績）
● 後援   文部科学省、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）、茨城県、つくば市教育委員会、 つくばサイエンス・アカデミー
● 協賛・    協力 タンガルーママリンエジュケーションセンター＆コンサバーションセンター、お茶の水女子大学、

東京工業大学、東京農業大学、日本大学理工学部、東邦大学、
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、筑波大学、株式会社ビクセン、
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構（KEK）、日本科学未来館、
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、特定非営利活動法人日本サイエンスサービス（NSS）

主催：つくば Science Edge 2018 実行委員会  共催：株式会社JTB 関東、株式会社JTBコーポレートセールス

またはつくばサイエンスエッジ つくばサイエンスアイデアコンテスト 検索
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