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■ 主 催 ： つくば Science Edge 2018 実行委員会
■ 共 催 ： 株式会社JTB、つくばコングレスセンター
■ 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、茨城県教育委員会、

　 つくば市、つくば市教育委員会、つくばサイエンス・アカデミー（敬称略・順不同）
■ 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、東京工業大学、東邦大学、

東京農業大学、日本大学理工学部、情報処理学会 IPSJ-ONE×河合塾、筑波大学、
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、
特定非営利活動法人日本サイエンスサービス（NSS）、茨城県立土浦第一高等学校、
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構、茨城県自然博物館、茨城県立歴史館、
茨城県近代美術館、水戸芸術館、茨城県陶芸美術館、アクアワールド茨城県大洗水族館（敬称略・順不同）
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「つくば ScienceEdge2018」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（英語・日本語）

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 学校法人 札幌日本大学学園 札幌日本大学高等学校
「ネオジム磁石球を用いた銅パイプの抵抗率測定」
市川学園 市川高等学校
「一重項酸素の発光を利用した飲料物中ポリフェノールの検出」

09 文京学院大学女子高等学校
「丸にとらわれたお星さま !?
～星型正ｎ角形ｋ点飛ばしにおける面積の一般化公式を導く～」
福岡県立香住丘高等学校
「水溶液境界面の拡散速度の測定と溶質物性に関する研究」

10 安田学園中学校高等学校
「養蜂を都市でできる新しい農業にしてくためには」
静岡県立静岡農業高等学校
「いきものがかり～高校生が伝える農業への気付き～」

11 National Nanke International Experimental High School
「Create a sustainable agriculture techniques : Bionic Flowerpot」
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」

 

サイエンスワークショップ

つくば
Science 
Edge 
2018
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
・情報処理学会 IPSJ-ONE×河合塾
  みらいぶプラス
・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
・日本大学理工学部
・東京農業大学
  生命科学部分子生命化学科
・東京工業大学
・国立研究開発法人
  量子科学技術研究開発機構

サテライトプレゼンテーション

オリエンテーション・Global Link Singapore発表
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【つくば Science Edge2018】開催趣旨

みんなのアイデアが「未来の科学」の扉を開く！

参加人数推移
※2011年は参考（申込数）

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

800
700
600
500
400
300
200
100

0
30

100

295

481

831

946

1178
1280

1454

900

「つくばScience Edge2018 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、新たな試みです。
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や科学者も学会や研究発表を行う、
指定管理施設「つくば国際会議場」。
中高生の皆さんが“本物の空気”に触れながら、
科学に関する興味・関心を深める機会となっています。

2018年は、3月23日（金）・24日（土）の2日間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1,454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、サテライト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70校・海外12校、
合計82校（全271チーム）発表しました。
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プログラム

2018年3月23日(金)
時間 内容

11:00 開場・受付開始
12:30 ～ 13:30 オリエンテーション・Global Link Singapore発表
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

サテライトプレゼンテーション
英語・日本語ポスター発表　フリータイム
国際交流会

18:45 終了

2018年3月24日(土)
時間 内容

8:00 開場・受付開始
9:00 ～ 9:10 オープニング・オーラルプレゼンテーション概要説明

オーラルプレゼンテーション
11:20 ～ 11:40 審査委員　講評
11:40 ～ 11:55 記念撮影
11:55 ～ 12:30 昼食
12:30 ～ 13:15 英語・日本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

2018年は、3月23日（金）・
24日（土）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や
日本語のポスターセッ
ション、サテライトプレゼ
ンテーションのほかに、
今年から始まったオリエ
ンテーションとGLS発表
が行われました。
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、参加者たちは英語でコ
ミュニケーションを取り、
ゲームなどをしながら親
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。そし
て、午後には企業や大
学、研究機関の専門家に
よる合計18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、2010年に第1回を開催し、今
回で9回目を迎えることになり、国内・海外を含め80校より参加
頂きました。
　皆さんも既にご存知のようにサイエンスというのは、日本では
「科学技術」という言葉が使われていますが、非常に幅広い。
　本当の意味のサイエンスというのは、自然界のルールを解明
すること。企業なら新薬を開発、改良する、あるいはメジカルリ
サーチにおいては、新しい医療の方法を考える。こうした科学の

知識を活用するのが技術です。
　サイエンスといっても、大きく分けると一つはフィジカルサイエンス。物理化学です。
これは、宇宙や物質的なものを研究することです。そしてもう一つは、バイオメジカルサ
イエンス。生物や医学、薬学などの生命体を研究することです。これらは違う内容とい
うのは、みなさんご存知だと思います。
　科学知識と言いましても、そもそもサイエンスというものは何かを理解することと自
分が積極的に研究するということは違うわけです。学習というのは先生から色んな知識
をもらい、自分なりに解析するという受け身型。ところが、研究というのは疑問を抱き、
考え、探求するという能動型。今回は能動型の脳を大いに刺激し、サイエンスという本
質あるいは研究の重要性を知って頂ければ幸いです。

　先日、ノーベル医学生理学賞 受賞者である京都大学iPS研究所長の山中伸弥さんと
対談する機会があり、最後にそれぞれが日本の若者に次のようなメッセージを送りまし
た。（毎日新聞2017年11月1日）みなさんに参考になるかと思いますのでご紹介します。
山中さんのメッセージ。
「科学技術は国を支える屋台骨だ。日本の将来は科学技術にかかっている。技術者、科
学者はそれを支える原動力になる。分からないことは、まだいっぱいある。それを探る
ことができ、知的好奇心を満足させるおもしろい仕事であり、世の中に光を差す仕事だ。
もっと多くの人が関心を持ってほしい。」
江崎のメッセージ。
「科学者には知性を最大限に発揮して、計画性や論理性を生かして真理を追究するとい
うスピリットが求められる。若い人に、そうした「科学するスピリット」を理解してもらう
教育が必要だ。今は、成果や結果ばかりが求められるが、素晴らしい成果が生まれるた
めの「ウィズダム（英知）」に、もっと注目し、それを身に付けることを考えてもらいたい。」

　皆さんの中から山中さんや私のように、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しております。
　さて、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。では皆さん、頑張ってください。

15:15 ～ 17:00
15:30 ～ 17:00
17:15 ～ 18:45

9:10 ～ 11:20
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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（バイオ／つくば国際会議場 コーディネーター）、根本 直博士（化学・バイオ／（国）産業技術総合
研究所）、稲垣英利博士（バイオ・脳科学／（国）産業技術総合研究所）、須丸公雄博士（高分子化学／（国）産
業技術総合研究所）、南 信次博士（物理／（国）産業技術総合研究所）、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）、／朝倉省二博士（生物・毒性学／エーザイ株式会社）、宮本憲優博士（医
学／エーザイ株式会社・筑波大学教授［連携大学院］）、清水敏美博士（物理化学／（国）産業技術総合研究所 
フェロー）、小森高文博士（薬学・バイオ／エーザイ株式会社）、阿澄玲子博士（バイオ／（国）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）、柴田恭幸博士
（物理／群馬工業高等専門学校）、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）、太田恵
津子博士（病理学・バイオ／エーザイ株式会社）、中野今日子博士（バイオ／エーザイ株式会社）、鍋谷浩志博士
（化学工学・バイオ／（国）農業・食品産業技術総合研究機構）、林 洋平博士（医学医療系／筑波大学 助教）、岡
田知子博士（薬学・がん／（国）産業技術総合研究所）

 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）、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））、清水敏美博士（物理化学／（国）産業技術総合研究所 フェロー）

［ 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・食品産業技術総合研究機構理事、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。
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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では、事前審査で通過した上位8チームが、10分の持ち時間を使っ
てプレゼンテーション発表をしました。今年度は海外チームも選出し、例年以上のハイレベルな
発表となりました。各チーム発表後は、審査委員から実験過程や困難結果の導き出し方に対する
感想や質問、さらに今後の課題につながるアドバイスをされました。「なぜ、そのアイディアを思
いついたのか」「なぜ、そのアイディアを掘り下げたいと思ったのか」「今後そのアイディアを社
会や社会経済の発展に役立てるためにはどうしたらいいのか」など、研究者そしてアイディアコ
ンテストの根幹につながる質問にどう答えられるかもポイントになります。（敬称略）

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

創意指向賞

審査員コメント：受賞おめでとうございます。アマガエルの採餌行動を画像をもちいて発表しました。画像ですの
で、餌の大きさや色、動く方向、速さと自由自在に変えるというのが、素晴らしいアイディアでしたね。これからも
ぜひ頑張ってください。（丸山博士）

『ネオジム磁石球を用いた銅パイプの抵抗率測定』 
学校法人 札幌日本大学学園 札幌日本大学高等学校／
牧野 楓也, 佐藤 琉聖, 横山 貴紀, 宮本 悠史, 石黒 駿斗

探求指向賞

審査員コメント：基本的なことを深く研究して、銅を測定する新しいタイプの方法を見出しました。抵抗率を導き、実
験的に検証した結果、高精度な結果を得られています。また、銅以外の材料を適用し、磁石も別のタイプの磁石球を
利用した研究の方向性を示し、可能性を示そうとしています。探求指向賞にふさわしいと思いました。おめでとうご
ざいます。（宮崎博士）

『養蜂を都市でできる新しい農業にしていくためには』
安田学園中学校高等学校 ／ 川口 拓真, 吉村 翼

未来指向賞

審査員コメント：おめでとうございます。蜜蜂というのは、メッセンジャーの蜂という役割です。蜜蜂には行動習慣性
というのがあり、8の字ダンスは以前から知られています。８の字ダンスによって、餌や花の方向、距離を巧妙に知ら
せるという習慣を持っています。その高度を使いまして、都会の花や公園の花、住宅の花壇から蜂が蜜を集めている
んだと発見しましたね。そしてそれが実際に新しい農業に活用でるのはないかということを見出しました。またそれ
ばかりじゃなく、都会の蜂の働きというのが、都会の緑化運動や都市づくり、未来の社会に貢献するということで、
未来志向賞を皆さんで一緒に選定しました。（太田博士）

『丸にとらわれたお星さま!? 
   ～星型正ｎ角形ｋ点飛ばしにおける面積の一般化公式を導く～』
文京学院大学女子高等学校 ／ 高柳 茜

審査委員特別賞

審査員コメント：おめでとうございます。例年は３賞だけなのですが、今年はぜひもう一方審査員特別賞を追加し
たいとなり、差し上げることになりました。我々は、一筆書きなどで五角形はよく使うのですが、それをｎ型でしか
もｋ点にとばし、一般的に使う公式を作り上げたというのは、ちょっと私たちの中でも通常で考えていませんでし
た。その着眼点を高く評価します。ぜひ今後とも幾何学的な研究を続けていただきたいと思います。

●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（茨城県自然博物館、茨城県近代美術館、茨城県立歴史
館、水戸芸術館）、入場割引券（アクアワールド 茨城県大洗水族館）、常設展および企画展の入場招待券（茨城県陶芸美術館）
※サイエンスアイディアコンテスト各賞受賞校およびオーラルプレゼンテーション受賞校には7月21日～24日に開催される
　「グローバル・リンク・シンガポール2018」の招待参加権（代表者1名）

【賞品】
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参加校一覧

ページテーマ学校・チーム名

08ネオジム磁石球を用いた銅パイプの抵抗率測定
学校法人札幌日本大学学園
札幌日本大学高等学校
＜探求指向賞＞

08
一重項酸素の発光を利用した
飲料物中ポリフェノールの検出市川学園 市川高等学校

09
丸にとらわれたお星さま !? 
～星型正ｎ角形ｋ点飛ばしにおける
面積の一般化公式を導く～

文京学院大学女子
高等学校
＜審査委員特別賞＞

10
いきものがかり
～高校生が伝える農業への気付き～

静岡県立
静岡農業高等学校

11Create a sustainable agriculture techniques :
Bionic Flowerpot

National Nanke
International Experimental
High School

09水溶液境界面の拡散速度の測定と
溶質物性に関する研究福岡県立香住丘高等学校

10養蜂を都市でできる新しい農業にしていくためには安田学園中学校高等学校
＜未来指向賞＞

11ニホンアマガエルの採餌行動における
視覚刺激の効果

東京大学教育学部附属
中等教育学校
＜創意指向賞＞

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
聞き、疑問に感じた点を、その場でどんどん質問していきます。このディスカッション
は、審査員の感想やアドバイスにとどまらず、それぞれの考察過程や実験手法、実証
データなどについて、かなり踏み込んだ質問もしていきます。ですから、ディスカッ
ションの内容も審査の重要なポイントになります。
生徒たちはプレゼンテーション資料の中だけでは説明しきれなった研究過程に
ついてなど、質問意図を汲み取り、動揺することなく堂々と答えていました。
また、年々レベルが上がっているプレゼンテーションですが、今回は審査員を悩ます
大接戦な結果となり「審査員特別賞」も急遽発表され、とても盛り上がりをみせた
プレゼンテーションとなりました。



発表者／牧野楓也、佐藤琉聖、
横山貴紀、宮本悠史、石黒駿斗 

Su
m
m
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y

〒061-1103　北海道北広島市虹ヶ丘５丁目７－１

ネオジム磁石球を用いた
銅パイプの抵抗率測定

学校法人 札幌日本大学学園 札幌日本大学高等学校

学校法人 札幌日本大学学園 札幌日本大学高等学校

　クーロンの法則より導かれる理論式から磁気双極子モー
メントｐ算出が可能。そして、管厚に関してのLevinの理論
式と実験結果が異なったということから、磁石球間に働く磁
気力の自作の磁気力測定装置から「渦電流の磁場から受け
る力＝磁石球の重力」を明らかにした電磁誘導現象の研究。
　目的としては、金属パイプとネオジム磁石球を用いて、「電
磁誘導」を応用し、新たな抵抗率測定法を導き出すこと。そ
れに伴い磁石球の表面にアロンアルフアでミシン糸を接着し
た装置で、ネオジム磁石球の微小振動の周期を測定した。さ
らに、パイプにテープで磁気ビュアシートと定規を貼付した
装置で、磁石球を棒磁石で固定してから落下させ、磁気ビュ
アシートの色の変化をスマートフォンで撮影する実験を行っ
た。異なる二つの方法から磁気双極子モーメントがほぼ一致

と考察した。その結果、磁気双極子モーメント既知の磁石球
と銅パイプを用いて、落下速度の測定により、この研究で構
築した理論式に基づき、銅の抵抗率を求める新しい測定法
を確立することに成功した。
　今後は、銅以外の金属パイプについても抵抗率を調べる
こと。さらに磁石の種類を変えて銅パイプ内の磁石の落下
速度から抵抗率を測定する研究を進めていきたい。

発表者／渡辺結子、新貝玲音  

Su
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y

〒272－0816 千葉県市川市本北方２丁目３８－１

一重項酸素の発光を利用した
飲料物中ポリフェノールの検出

市川学園 市川高等学校

市川学園 市川高等学校

　過酸化水素とホルムアルデヒドとポリフェノールで一重項
酸素から赤と青の二色発光の反応が知られています。反応機
構がよく解明されていないこと。さらにポリフェノールは植
物に含まれ、抗酸化物質で健康には欠かせない物質というこ
とでこの研究を始めた。
　赤く発光する一重項酸素の反応機構を調べることと、その
発光を利用し、食品中のポリフェノール類の検出、カテキン
類の含有量の差を調べることを目的とし、光電管を使って、
パソコンに記録しながら実験を進めた。反応機構を調べるた
めに、過酸化水素・ホルムアルデヒド・ピロガロールの濃度
を変え、発光強度を測定した。
　その結果、過酸化水素の低濃度側では、発光強度は濃度
の2乗に比例した。また発光強度と発光継続時間が密接に

関係していることもわかった。
　そしてもう一つ、緑茶や紅茶などからカテキンを検出し、
発光強度を測定した結果、カテキン含有量と発光強度に相関
があることがわかった。
　今後は、白ワインと赤ワインでは、どちらがピロガロール
骨格をもつポリフェノールが多いのか、二色発光の実験によっ
て調べられるか研究をしてみたい。

08
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発表者／高柳茜
Su

m
m
ar
y

〒113-0021 東京都文京区本駒込６丁目18－3

丸にとらわれたお星さま !? 
～星型正ｎ角形ｋ点飛ばしにおける
　　　　　　　　面積の一般化公式を導く～

文京学院大学女子高等学校

文京学院大学女子高等学校

　星型多角形、星型正多角形においては、既知に一般化され
ているものとしては、角に着目したものが圧倒的に多い。そ
こで星形多角形において新たな視点からアプローチ可能な
方法を探り、一般化することができれば面白いと考え研究
を始めた。
　目的は、星形正多角形において、その星形が構成される
過程における頂点の数および頂点の飛ばし方に着目し、面
積の一般化を行う。それに伴い、①星形正多角形１点飛ばし
の具体的な面積を求める。②円周角と中心角の規則性を一
般化。③②の証明をもとに星形正ｎ角形１点飛ばしの面積を
求める。④星形正多角形2点飛ばしの具体的な面積を求め
る。⑤②と同様の手順をふみ、星形正ｎ角形２点飛ばしの面
積を求める。⑥頂点の飛ばす値を変化させ、④⑤の手順で面

積が求められるか検証。⑦①～⑥をふまえ、星形正ｎ角形ｋ
点飛ばしの面積を求める。⑧ｎ及びｋの値の範囲を求めた。
その結果、ｎの値が奇数か偶然かによってｋの範囲が変わる
ことがわかった。
　今後は、２次元から３次元への拡張方法を模索し、社会的
な応用性へ広がりも考えたい。さらに画像解析ソフトを作成
し、他の研究者の役にも立つよう研究を続けていく。

発表者／井手美里、今里茉央
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〒813-0003 福岡県福岡市東区香住ケ丘１丁目26－1

水溶液境界面の拡散速度の測定と
溶質物性に関する研究

福岡県立香住丘高等学校

福岡県立香住丘高等学校

　濃度によって光の屈折率が異なるという性質を用いて、水
溶液境界面にレーザー光を照射することで無色透明な水溶
液の拡散状態を可視化して、特殊な性質をもつ水溶液を見
つけたいと考えた研究。
　蒸留水と無色透明の水溶液が拡散する様子を可視化し、
拡散速度の測定を行う。その結果をFickの拡散法則と比較
し、独自に装置を開発することを目的とした。
　レーザー光源に取り付けているラインマーカーレンズで縦
方向に扇形に広がったレーザー光に凸レンズで平行にして
プリズム型水槽に照射し、拡散状態の可視化を調べた。そこ
で、拡散速度は光の屈折を用いて定量化できるのではない
かという仮説が立てられた。さらにFickの拡散法則を用い
て、V字型像の高さの比と物質流束の関係について調べた。

その結果、無色透明な水溶液境界面の拡散速度の測定装置
の開発に成功した。
　今後は、測定誤差軽減のため、手動から自動にすること。
拡散係数を決定し、文献値と比較すること。そして、なるべ
く多くの種類の溶質のデータをとって、比較を行い、溶質物
性と拡散速度の関連についての考察を深めるために研究を
行っていく。
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発表者／川口拓真、吉村翼
Su
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〒130-0015 東京都墨田区横網2丁目2－25

安田学園中学校高等学校

安田学園中学校高等学校

　都市部でミツバチを飼育する都市型養蜂での蜂蜜収穫の
実績はあるが、都市環境のどこから花蜜や花粉を得ている
のか総合的に調査した報告はない。これらを受け都市で本
当に養蜂ができるのかという疑問から生まれた研究。
　十分な資源があれば都市型養蜂は新しい農業として成り
立つのではないかと考え、次のような実験を進めた。①花粉
源植物の開花カレンダーを作成②餌場の位置を仲間に伝え
る８の字ダンスの逆探知による餌場の位置の特定と距離の
測定③餌場の調査④収穫した蜂蜜の量と糖度の測定⑤蜂
蜜の残留農薬分析。実験結果より都市の花資源の量は
266種類と多く、行動範囲は1000～3000ｍと狭い、そし
て収穫量の安全面では残留農薬はないという結論を導き出
すことができた。

　今後新しい農業にしていくためには、高所に巣箱を設置
することや自動分封器などを用いること、さらに養蜂場当
たりの最適な群数調査が必要などと課題があり、いきなり
の事業拡大は難しいが、もう少し調査をし事業の実現化を
進めたい。

発表者／髙波優香、山田奈旺、吉田衣里
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〒420-0812 静岡県静岡市葵区古庄３丁目１－１

静岡県立静岡農業高等学校

静岡県立静岡農業高等学校

　本校では農業の専門性を活かした交流活動を平成１４
年より実施している。しかし昨今、活動がイベント化して
おり、学習目的や学習効果が向上しているのか、という課
題が浮き彫りになってきた。そのため、植物栽培や動物飼
育が農業につながっていることを知ってもらい、興味や関
心を抱いてもらえることを目的とした研究。
　研究方法は、アンケートによる小学校に対する生き物
教材の実態調査を実施。その結果を踏まえ、生き物教材
を作製し、科学館や放課後児童クラブなどの教育関連施
設でワークショップを実施した。アンケート結果によると、
授業に対する自信が「あまりない」、「ない」で８６％を占め、
扱いが難しいと考える先生方も７５％いた。生き物教材の
作製では、農業を学ぶ高校生の視点、小学生の学習項目

に沿った内容を取り入れ、科学的な見方や考え方の基礎
が学べるように心掛け、ワークショップを実施した。
　今後は新たな生き物教材の作製や教育関連施設での
ワークショップを継続的に実施。また小学生が抱えている
生き物教材への課題、放課後児童クラブが抱えている社
会課題の解決にむけ、CSV活動を実施していきたい。

いきものがかり
～高校生が伝える農業への気付き～

養蜂を都市でできる
新しい農業にしていくためには
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発表者／Pin Hsien Wang
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744 台湾 Tainan City, Xinshi District, 三舍里大順六路12巷6號

Create a sustainable agriculture
techniques : Bionic Flowerpot

National Nanke International Experimental High School

National Nanke International Experimental High School

　「バイオニック・フラワーポット」の実験によると、餌を与
えず魚が2ヵ月以上生存することができた。どうすればシ
ステム中の小さな命を長く維持できるのか？という疑問か
ら始めた研究。
　餌を与えなくても魚が生存できる最適な水槽環境の条件
の発見を目的とし、次のような実験をおこなった。ペットボ
トル、フィルター、連絡管型フラワーポットからなるシステ
ムを設計。植物を入れたシリンダー中の土は、水やりをせず
湿らせておくことができ、魚の排泄物は、天然の栄養分とし
て植物に使用される。このアイデアを組み合わせ、3D印刷
を使用して「バイオニックフラワーポット」を作製。複数の
試験試薬を使用し、NO2‒、NO3‒、NH4+／NH3の変化
を測定した。これらの実験により、光波長が400ナノメート

ルの場合、亜硝酸塩が存在することや水中の溶存酸素に最
も大きな変化をもたらすのは光合成であること。そして、
2ヶ月間、魚の生命徴候は安定しており、体の大きさにも変
化があることを発見できた。
　今後は、魚の排泄物が植物の栄養源になり得るのか、植
物がNO3‒を吸収するときの違いについて実験したい。ま
た将来的には技術農業による水産養殖と水耕栽培を簡素
化していきたい。

発表者／岸野紘大
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〒164-8654 東京都中野区南台1丁目15－1

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

　カエルは「小さな動くもの」に対して採餌行動をとること
が知られている。過去にも採餌行動の先行研究が行われて
いるものの、樹上性の種では採餌行動の実験は行われてこ
なかった。そこで、色や方向といった他の視覚的要素に対し
てもカエルは嗜好を持つのではないかと疑問を持ったため
始めた研究。
　アマガエルが図形を餌と認識する条件を調べることを目
的とし、アマガエルにパワーポイントでアニメーションを見
せる実験をした。まずは、黒・赤・緑・青の４色を用いて、
色を変えて比較。次に進行方向を変えて比較した。さらに
見せる図形の直径を変えて比較、速度を変えて比較、最後
に背景と物体の色を反転して比較した。その結果、アマガ
エルは直径0.5ｃｍ、背景よりも暗く、秒速１ｃｍで動くも

のに採餌行動がとりやすいことが分かった。この結果は、
一般的な昆虫でよく見られる性質ということが分かった。
　今後は、今回の研究で得られた物体の色・速度・大きさ・
形に対する嗜好性や学習の影響について、網膜の桿体細胞、
錐体細胞といった細胞レベルからメカニズムをさらに詳しく
解明したい。またカエルのもつ視覚的処理と注意機能を活
かし、自閉症や学習障害における解明につなげいきたい。
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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189チーム。うち、英語ポスターは70チームおり、日本や台
湾、香港、フィリピン、インドネシア、ミャンマーから参加しました。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、19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。また、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。

Development of Chemical sensor for the direct detection of 
nitrate ions in freshwater environments
Mahidol Wittayanusorn School ／ Cholapat Varongchayakul，
Ind Tungsatitchai，Chalida Haruehansapong

Improving the light intensity and light emission time
of Peroxyoxalate chemiluminescence ‒ Year three
Rikkyo Ikebukuro Senior High School／Taisei Shimabukuro

By Environmental DNA, How Can We Research Tanakia’s Habitat?
Kakegawa-West High School ／ Suyama Ayuri，
Matsushita Ryo，Takeyama Haruka，Ooishi Sayaka

マウス腸内フローラから健康食品の機能性を探る
山村学園 山村国際高等学校 生物部／新井 倭愛

実用化に向けた宇宙エレベーター簡易実験機の開発及び自律制御
神奈川県立弥栄高等学校／鹿倉 恵菜,石井 那哉,長坂 卓哉

オニクマムシの乾眠からの蘇生条件
愛媛県立今治西高等学校／池内 明香,佐伯 悠,岡田 愛生

【審査員特別賞】
Proposal to combine Chronotherapy and Autophagy for cancer treatment
Meikei High School ／ Nanami Harada

Extensions of the Lucas numbers related to bracelet models
Chiba Prefectural Funabashi High School ／ Futaba Sato

●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（茨城県自然博物館、茨城県近代美術館、茨城県立
歴史館、水戸芸術館）、入場割引券（アクアワールド 茨城県大洗水族館）、常設展および企画展の入場招待券（茨城県陶芸美術館）
※サイエンスアイディアコンテスト各賞受賞校およびオーラルプレゼンテーション受賞校には7月21日～24日に開催される
　「グローバル・リンク・シンガポール2018」の招待参加権（代表者1名）

【賞品】



Rikkyo Ikebukuro Senior High School Taisei Shimabukuro Improving the light intensity and light emission time of Peroxyoxalate 

Kanagawa Prefectural Yaei Senior 
High School Karin Tagami Handmade Rock Paints made from tuff and its application

Nihon University Narashino High School Mayumi Kobayashi Application of iodine-starch reaction into the investigation of starch hydrolysis by amylase.

Hiroo Gakuen High School Ayumi Goto Dye-sensitized solar cells using cathode catalyst with p-type photo semiconductor

Sakae Higashi Junior High School Ryo Shimane Study of Nitrocellulose
Princess Chulabhorn Science High 
School Buriram

Miss Angkachat
Pothong The Development  of Roof Tile by Mesoporous Silica from Rice Husk Ash

Mahidol Wittayanusorn School Mr. Watcharapong 
Wongkeaw Removal of phenol catalyzed by peroxidase from water hyacinth

Mahidol Wittayanusorn School Mr. Wasu
Wisanuyothin Electrochemical sensor for guava ripening

Mahidol Wittayanusorn School Cholapat
Varongchayakul

Development of Chemical sensor for the direct detection of nitrate ions in 
freshwater environments.

Ayeyarwaddy International School Aung Paing Soe Creating Stronger Bioplastic Using Recycled materials

Meikei High School Nanami Harada Proposal to combine Chronotherapy and Autophagy for cancer treatment

Tokyo Metropolitan Kokusai High School Shoya Takeda Studies of the improvement and the usage of CAR (Chimeric Antigen Receptor) T Cells
Yamagata Prefectural Yamagata 
East Senior High School Nao Nishizuka An attempt to establish a method for verifying the interaction of bacteria

Yamagata Prefectural Yamagata 
East Senior High School Kotaro Matsumoto Effect of sound waves on yeast

Yamagata Prefectural Yamagata 
East Senior High School Akihiro Takeda Establish simple culture system of taedigrada

Mita International School Shu Komura The development of culture mediums with Euglena.sp

KASUMIGAOKA High School Mori Nanami Break down of cellulose into glucose by Koji(Aspergillus)

Kanagawa Prefectural Atsugi High School Ryota Mihara Bioethanol Production from Cellulose Using Mushrooms

Kumamoto prefectural Amakusa High School Hiroto Yamashita Control of photosynthesis

Kakegawa West High School Yuta Tsukazawa Calopterygidae(Kawatombo) classifi cation according to appearance and ITS1 

Kakegawa-West High School Suyama Ayuri By Environmental DNA, How Can We Research Tanakia's Habitat?
Yokohama City Municipal Yokohama 
Science Frontier High School Minori Oda Ingenuity in the vegetative reproduction of the sedum

Yokohama City Municipal Yokohama 
Science Frontier High School Ryo Yokoya Cactus with a special water absorption function

Yokohama City Municipal Yokohama 
Science Frontier High School Rin Suzuki Identifi cation of salinity tolerance genes in plants ̃ study using the liverwort 

Marchantia polymorpha ̃
宮城県仙台第三高等学校 Miharu Ashitate Planarian's “Tissue disturbing” by stress of heating, wasabi

Seinan Gakuin High School Hiromu Sato Whether the distribution of NtSCAMP1.1 differs in tobacco BY-2 cells in early 
logarithmic phase and stationary phase

順天高等学校 Aoi Miyazaki Verifi cation of antimicrobial action of honey
Yamamuragakuen
Yamamurakokusai High School Tomoyuki Uesaka Antibacterial Effect of Processed Wasabi on S. aureus and V. parahaemolyticus

Urawa Jitsugyo Gakuen Junior and 
Senior High School Sosuke Otaki Cultivation of “Endangered Plant” Compsopogon hookeri Mont. 

Ikubunkan Global High School Subaru Iwasawa Optimization of Animal Assisted Activity

SMA KESATUAN BANGSA Novi Widia Rahayu AFASHOES (Antifungi from Papaya Leaves for Shoes)

Kesatuan Bangsa School Adiva Octa Aulia Indonesia Endogenic Fruit Peel as Anti-Ultraviolet Agents

Bansud National High School- 
MIMAROPA Regional Science High 
School

Neil Ian Viduya
Magalang

Analysis of the Functional Properties and Proximate Composition of Banana 
Exocarp as a Primary Constituent of Flour-Based Food Products: A Promising 
Response in Bridging Hunger Gap

Hyogo Prefectural Kakogawa
Higashi High School Kota Nanri Development of application to fi nd bias effi ciently.

Tsukuba Technical High School MEEGOLLA MAYURA Designs of futuristic Robots from Da Vinchi.
Kanagawa Prefectural Yaei Senior 
High School Nakamura Juna Relationships between roadside trees and PM2.5

BANSUD NATIONAL HIGH SCHOOL ‒ 
REGIONAL SCIENCE HIGH SCHOOL 
FOR REGION FOR MIMAROPA

JUSTINE JAMES
ESTRELLA SESCAR

Agricultural Biomass as Biomaterial Resources for Sustainable Development 
of Green Construction Materials: An Innovation Response to the Twenty-fi rst 
Century’s Endeavor for Environmental Challenges

BANSUD NATIONAL HIGH SCHOOL-
MIMAROPA Regional Science High 
School

Czarina D. Servando
The Synergy of Coconut Husk Fibers and Used Disposable Diapers as Thermal 
Insulation Medium: Responding to Climate Change through Better Solid Waste 
Management

Bansud National High School Dan Vincent M. Ong
Potential Crude Oil Adsorption of Ferrous Scrap Metal Microparticles: An 
Economical Way of Cleaning Crude Oil Contaminated Water Applying the 
Concepts of Ferrofl uids

School
Hyogo Prefectural Kakogawa 
Higashi High School Yuto Haneji Inventing a wave-weakening seawall

Philippine Science High School- 
Southern Mindanao Campus

Matthew Karl David 
P. Arpas AIRTRAIN 001: COMPOUNDABLE MODULAR AIRCRAFT DESIGN

National Ping-Tung High School at 
Taiwan, R.O.C. Tang, Po-Heng Physical Principles Applying for Infi ltration Gallery of Ninomine Canal

Yokohama Science Frontier High School Hayato Suzuki Relationship between Slot Gap and Circulation in Rear Wing
Sapporo Nihon University Senior 
High School Ryusei Sato Relationship between Magnetic Force and Distance

Princess Chulabhorn Science High 
School Buriram 

Mr. Siwana
Juraiwansutthi Comparing the performance of tiles from various types of plastic waste

Fukushima Aizu Gakuho Senior High 
School Hideki Honma Process development of Perovskite Solar Cells

Hyogo Prefectural Kakogawa
Higashi High School Miku Nakano Risk of areal fl ooding in the downstream area of the Kakogawa River

 - Toward making a Practical Hazard Map -
Kumamoto Prefectural Amakusa
high school Nako Sakamoto The sea level changes and old environment in Amakusa based on diatom and 

pollen analysis.
Yokohama municipal Yokohama 
Science Frontier High School Aoi Ishimure Earth's Shadow Following the Gloaming

Ikeda Junior & Senior High School Mashu Sakamoto Weather in the Edo period of Kyoto and Kagoshima analyzed by the"Myohoin 
Diary"and the"Moriyatoneri Diary"―Exploring famine and global warming―

Taipei Municipal Nei-Hu Vocational 
High School
Taipei Municipal LiShan High School

Chen Szu-tung Application of Chess Robot in Home Care and Prevention of Dementia

Ichikawa Gakuen Ichikawa High School Rina KATSUMATA Cat health management system using support vector machine
based on acceleration and pressure sensors

Ichikawa Gakuen Ichikawa High School Kunato NISHINA System for School Guide using AI

東京都立多摩科学技術高等学校／
Tokyo Metropolitan Tama High
School of Science and Technology

Takaaki Toda Development of reliable face recognition system with Deep Learning and Kinect

Chiba Prefectural Funabashi High 
School Futaba Sato Extensions of the Lucas numbers related to bracelet models

Taipei Municipal Nei-Hu Vocational 
High School

Zhuang Yong-
Cheng 

The Rehabilitation of Hand Disability by Using Pneumatic Silicone Assistive 
Device

Taipei Municipal Nei-Hu Vocational 
High School Liu Yi-Hsin Using infrared camera with automated resource classifi cation of recycling robot

Princess Chulabhorn Science High 
School Buriram

Miss.Priyaphorn  
Inthaphan

The Development of Automatic Tap Water Producing Process Controlled Via 
Internet Network System

Ichikawa Gakuen Ichikawa High School Kazuki Tsuoka Novel Detection of the Behavior of HO2・in Oscillating Chemiluminescence 
Reaction in H2O2-KSCN-CuSO4-NaOH System by using Luminol and L-012

Waseda University Honjo Senior 
High School Ayaka Matsumoto Development of dye sensitized solar cell

Yamagata Prefectural Yamagata 
East Senior High School Ryo KANAMURA Fabrication and Characterization of Various Monolayers of Alkyl Alcohols on

 Water Surface under Constant Temperature Condition
Yamagata Prefectural Yamagata
East Senior High School Nayu Ohnuma The Way to Make More Transparent Ice

Hyogo Prefectural Kakogawa 
Higashi High School Yuji Harada Properties and Usage of Sheets Made from Agar

國立屏東高中／National Pingtung 
Senior High School Hsi Wei, Kao Sacalastic: The combination of fi sh scales and plastics

School TitleName
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東京都立科学技術高等学校 本間　史哉 完璧な観測への道～鳥類バイオミミクリーの研究～

宮城県仙台第三高等学校 藪　貴 三次元の受動歩行による歩行解析　～歩行現象の理解を目指して～

東京大学教育学部附属中等教育学校 斎藤　碧 飛べ！ペットボトルロケット

順天高等学校 鈴木　隆玄 バケツ製サボニウス型風車の特性について

市立札幌開成中等教育学校 和田 芽瑠菜 消えやすい黒板消しとは

市立札幌開成中等教育学校 菊田　大稀 50mで 20 秒の差を生むママチャリの提案

福島県立会津高等学校 渋井　理 翼状盾による防波堤防御システムの提案

福岡県立香住丘高等学校 吉田　雅大 流体に作用する抵抗の低減効果に関する研究

立教池袋中学校 大和　稔明 くっつけ！俺のスズランテープ

神奈川県立弥栄高等学校 鹿倉　恵菜 実用化に向けた宇宙エレベーター簡易実験機の開発及び自律制御

茨城県立土浦第三高等学校 佐藤　雅 楕円内面による反射波の形状

洗足学園中学高等学校 土屋　茉貴子 「ウサギとカメ」でなぜうさぎはかめに負けたのか

洗足学園中学高等学校 出町　亜葉 大きなかぶは抜けるのか

洗足学園中学高等学校 菊池　七生 一寸法師から見た世界観を様々な角度から考える

常総学院中学校 石渡　克哉 あの光は何色か ～ separating and mixing ～

城西大学附属城西高等学校 柿沼　伶 風船で人を空に飛ばせるのか

順天中学高等学校 勝目　尚欧 スターリングエンジンの効率的運用

三田国際学園高等学校 高橋　瑠生 水で汚れを効率的に落とす研究

三田国際学園高等学校 館花　明矢 安価なヘッドホンの音質向上法に関する研究

三田国際学園高等学校 印居　蘭丸 次世代の再生可能エネルギー 海流発電 技術開発

神奈川県立厚木高等学校 富山　亮太 影の伸び方に関する調査

公文国際学園 松田　悠樹 風鈴の音はなぜ涼しいと感じるのか？

郁文館中学校 上原　朋 段ボールの衝撃吸収性と耐久力向上についての考察

市立札幌開成中等教育学校 中澤　亮太 火山灰の色の違い

土浦第三高等学校 葛西　海都 コンパクト空気望遠鏡の製作

宮城県多賀城高等学校 成田　朱里 塩竈地域松島層の年代測定

東京都立小石川中等教育学校 山名　琢翔 ヒューマノイドロボットの製作と歩行の自動制御

東京都立小石川中等教育学校 桑原　光彦 今、暗号が危ない！

神奈川県立弥栄高等学校 宮川　虹太 Unity による3Dアクションゲームの開発

順天中学高等学校 武田　一優 黄金比について

順天中学高等学校 岩井　優希 パソコンとは？ゲームプログラミングとは？

市川学園　市川高等学校 椙山　真凜 テニスボールを自動で拾ってくれるロボットの開発

市川学園　市川高等学校 小泉　樹生 AR技術を用いた校内案内システムの作成

神奈川県立弥栄高等学校 内田　匠哉 パン酵母を用いたMFC製作と酵母特性の応用

東京都立多摩科学技術高等学校 林　利有樹 アオミドロ、サヤミドロを用いた製紙技術～サヤミガミをつくろう !! ～

愛媛県立長浜高等学校 重松　楽々 Mg2+ 吸着タンパク質の応用

神奈川県立弥栄高等学校 藤崎　真尚 レインボーキャンドル製作における金属塩の配合比と発色の関係

聖光学院高等学校 土方　渉太郎 安価で手軽な比色計

成城高等学校 手島　涼太 天然物質から作る医療用抗菌ゲルシート ‒ 人工イクラを治療用マテリアルヘ －

東京都立小石川中等教育学校 山田　乃愛 ヘマトクリット毛細管を用いた沈殿の定量

市川学園　市川高等学校 菅谷　和真 p型有機半導体と Pt を使った完全固体色素増感型太陽電池の研究

三田国際学園高等学校 長塚　向紀 Ooho の食感と味の改善

三田国際学園高等学校 清水　茉以 唐辛子抽出物のカビに対する殺菌効果の研究

福岡県立香住丘高等学校 山崎　大輔 高濃度溶液の凝固点降下　～溶質分子と溶媒分子との大小関係や形状が及ぼす影響～

広尾学園高等学校 吉江　遼大 バナジン酸ビスマス / 導電性カーボンを用いた光電気化学的水素合成

神奈川県立横須賀高等学校 平野　友夏子 次世代発光デバイス LECの開発と活用～次世代の学園祭を目指して～

神奈川県立横須賀高等学校 浅沼　龍平 深海で発見された酵素の有用性
独立行政法人国立高等専門学校機構
鈴鹿工業高等専門学校 國保　ひなた ガラス繊維強化プラスチック廃材のリサイクルによる高性能活性炭の作製

Rikkyo Ikebukuro Senior High School Taisei Shimabukuro Improving the light intensity and light emission time of Peroxyoxalate 

Kanagawa Prefectural Yaei Senior 
High School Karin Tagami Handmade Rock Paints made from tuff and its application

Nihon University Narashino High School Mayumi Kobayashi Application of iodine-starch reaction into the investigation of starch hydrolysis by amylase.

Hiroo Gakuen High School Ayumi Goto Dye-sensitized solar cells using cathode catalyst with p-type photo semiconductor

Sakae Higashi Junior High School Ryo Shimane Study of Nitrocellulose
Princess Chulabhorn Science High 
School Buriram

Miss Angkachat
Pothong The Development  of Roof Tile by Mesoporous Silica from Rice Husk Ash

Mahidol Wittayanusorn School Mr. Watcharapong 
Wongkeaw Removal of phenol catalyzed by peroxidase from water hyacinth

Mahidol Wittayanusorn School Mr. Wasu
Wisanuyothin Electrochemical sensor for guava ripening

Mahidol Wittayanusorn School Cholapat
Varongchayakul

Development of Chemical sensor for the direct detection of nitrate ions in 
freshwater environments.

Ayeyarwaddy International School Aung Paing Soe Creating Stronger Bioplastic Using Recycled materials

Meikei High School Nanami Harada Proposal to combine Chronotherapy and Autophagy for cancer treatment

Tokyo Metropolitan Kokusai High School Shoya Takeda Studies of the improvement and the usage of CAR (Chimeric Antigen Receptor) T Cells
Yamagata Prefectural Yamagata 
East Senior High School Nao Nishizuka An attempt to establish a method for verifying the interaction of bacteria

Yamagata Prefectural Yamagata 
East Senior High School Kotaro Matsumoto Effect of sound waves on yeast

Yamagata Prefectural Yamagata 
East Senior High School Akihiro Takeda Establish simple culture system of taedigrada

Mita International School Shu Komura The development of culture mediums with Euglena.sp

KASUMIGAOKA High School Mori Nanami Break down of cellulose into glucose by Koji(Aspergillus)

Kanagawa Prefectural Atsugi High School Ryota Mihara Bioethanol Production from Cellulose Using Mushrooms

Kumamoto prefectural Amakusa High School Hiroto Yamashita Control of photosynthesis

Kakegawa West High School Yuta Tsukazawa Calopterygidae(Kawatombo) classifi cation according to appearance and ITS1 

Kakegawa-West High School Suyama Ayuri By Environmental DNA, How Can We Research Tanakia's Habitat?
Yokohama City Municipal Yokohama 
Science Frontier High School Minori Oda Ingenuity in the vegetative reproduction of the sedum

Yokohama City Municipal Yokohama 
Science Frontier High School Ryo Yokoya Cactus with a special water absorption function

Yokohama City Municipal Yokohama 
Science Frontier High School Rin Suzuki Identifi cation of salinity tolerance genes in plants ̃ study using the liverwort 

Marchantia polymorpha ̃
宮城県仙台第三高等学校 Miharu Ashitate Planarian's “Tissue disturbing” by stress of heating, wasabi

Seinan Gakuin High School Hiromu Sato Whether the distribution of NtSCAMP1.1 differs in tobacco BY-2 cells in early 
logarithmic phase and stationary phase

順天高等学校 Aoi Miyazaki Verifi cation of antimicrobial action of honey
Yamamuragakuen
Yamamurakokusai High School Tomoyuki Uesaka Antibacterial Effect of Processed Wasabi on S. aureus and V. parahaemolyticus

Urawa Jitsugyo Gakuen Junior and 
Senior High School Sosuke Otaki Cultivation of “Endangered Plant” Compsopogon hookeri Mont. 

Ikubunkan Global High School Subaru Iwasawa Optimization of Animal Assisted Activity

SMA KESATUAN BANGSA Novi Widia Rahayu AFASHOES (Antifungi from Papaya Leaves for Shoes)

Kesatuan Bangsa School Adiva Octa Aulia Indonesia Endogenic Fruit Peel as Anti-Ultraviolet Agents

Bansud National High School- 
MIMAROPA Regional Science High 
School

Neil Ian Viduya
Magalang

Analysis of the Functional Properties and Proximate Composition of Banana 
Exocarp as a Primary Constituent of Flour-Based Food Products: A Promising 
Response in Bridging Hunger Gap

Hyogo Prefectural Kakogawa
Higashi High School Kota Nanri Development of application to fi nd bias effi ciently.

Tsukuba Technical High School MEEGOLLA MAYURA Designs of futuristic Robots from Da Vinchi.
Kanagawa Prefectural Yaei Senior 
High School Nakamura Juna Relationships between roadside trees and PM2.5

BANSUD NATIONAL HIGH SCHOOL ‒ 
REGIONAL SCIENCE HIGH SCHOOL 
FOR REGION FOR MIMAROPA

JUSTINE JAMES
ESTRELLA SESCAR

Agricultural Biomass as Biomaterial Resources for Sustainable Development 
of Green Construction Materials: An Innovation Response to the Twenty-fi rst 
Century’s Endeavor for Environmental Challenges

BANSUD NATIONAL HIGH SCHOOL-
MIMAROPA Regional Science High 
School

Czarina D. Servando
The Synergy of Coconut Husk Fibers and Used Disposable Diapers as Thermal 
Insulation Medium: Responding to Climate Change through Better Solid Waste 
Management

Bansud National High School Dan Vincent M. Ong
Potential Crude Oil Adsorption of Ferrous Scrap Metal Microparticles: An 
Economical Way of Cleaning Crude Oil Contaminated Water Applying the 
Concepts of Ferrofl uids
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学校名 タイトル名前

東京都立科学技術高等学校 本間　史哉 完璧な観測への道～鳥類バイオミミクリーの研究～

宮城県仙台第三高等学校 藪　貴 三次元の受動歩行による歩行解析　～歩行現象の理解を目指して～

東京大学教育学部附属中等教育学校 斎藤　碧 飛べ！ペットボトルロケット

順天高等学校 鈴木　隆玄 バケツ製サボニウス型風車の特性について

市立札幌開成中等教育学校 和田 芽瑠菜 消えやすい黒板消しとは

市立札幌開成中等教育学校 菊田　大稀 50mで 20 秒の差を生むママチャリの提案

福島県立会津高等学校 渋井　理 翼状盾による防波堤防御システムの提案

福岡県立香住丘高等学校 吉田　雅大 流体に作用する抵抗の低減効果に関する研究

立教池袋中学校 大和　稔明 くっつけ！俺のスズランテープ

神奈川県立弥栄高等学校 鹿倉　恵菜 実用化に向けた宇宙エレベーター簡易実験機の開発及び自律制御

茨城県立土浦第三高等学校 佐藤　雅 楕円内面による反射波の形状

洗足学園中学高等学校 土屋　茉貴子 「ウサギとカメ」でなぜうさぎはかめに負けたのか

洗足学園中学高等学校 出町　亜葉 大きなかぶは抜けるのか

洗足学園中学高等学校 菊池　七生 一寸法師から見た世界観を様々な角度から考える

常総学院中学校 石渡　克哉 あの光は何色か ～ separating and mixing ～

城西大学附属城西高等学校 柿沼　伶 風船で人を空に飛ばせるのか

順天中学高等学校 勝目　尚欧 スターリングエンジンの効率的運用

三田国際学園高等学校 高橋　瑠生 水で汚れを効率的に落とす研究

三田国際学園高等学校 館花　明矢 安価なヘッドホンの音質向上法に関する研究

三田国際学園高等学校 印居　蘭丸 次世代の再生可能エネルギー 海流発電 技術開発

神奈川県立厚木高等学校 富山　亮太 影の伸び方に関する調査

公文国際学園 松田　悠樹 風鈴の音はなぜ涼しいと感じるのか？

郁文館中学校 上原　朋 段ボールの衝撃吸収性と耐久力向上についての考察

市立札幌開成中等教育学校 中澤　亮太 火山灰の色の違い

土浦第三高等学校 葛西　海都 コンパクト空気望遠鏡の製作

宮城県多賀城高等学校 成田　朱里 塩竈地域松島層の年代測定

東京都立小石川中等教育学校 山名　琢翔 ヒューマノイドロボットの製作と歩行の自動制御

東京都立小石川中等教育学校 桑原　光彦 今、暗号が危ない！

神奈川県立弥栄高等学校 宮川　虹太 Unity による3Dアクションゲームの開発

順天中学高等学校 武田　一優 黄金比について

順天中学高等学校 岩井　優希 パソコンとは？ゲームプログラミングとは？

市川学園　市川高等学校 椙山　真凜 テニスボールを自動で拾ってくれるロボットの開発

市川学園　市川高等学校 小泉　樹生 AR技術を用いた校内案内システムの作成

神奈川県立弥栄高等学校 内田　匠哉 パン酵母を用いたMFC製作と酵母特性の応用

東京都立多摩科学技術高等学校 林　利有樹 アオミドロ、サヤミドロを用いた製紙技術～サヤミガミをつくろう !! ～

愛媛県立長浜高等学校 重松　楽々 Mg2+ 吸着タンパク質の応用

神奈川県立弥栄高等学校 藤崎　真尚 レインボーキャンドル製作における金属塩の配合比と発色の関係

聖光学院高等学校 土方　渉太郎 安価で手軽な比色計

成城高等学校 手島　涼太 天然物質から作る医療用抗菌ゲルシート ‒ 人工イクラを治療用マテリアルヘ －

東京都立小石川中等教育学校 山田　乃愛 ヘマトクリット毛細管を用いた沈殿の定量

市川学園　市川高等学校 菅谷　和真 p型有機半導体と Pt を使った完全固体色素増感型太陽電池の研究

三田国際学園高等学校 長塚　向紀 Ooho の食感と味の改善

三田国際学園高等学校 清水　茉以 唐辛子抽出物のカビに対する殺菌効果の研究

福岡県立香住丘高等学校 山崎　大輔 高濃度溶液の凝固点降下　～溶質分子と溶媒分子との大小関係や形状が及ぼす影響～

広尾学園高等学校 吉江　遼大 バナジン酸ビスマス / 導電性カーボンを用いた光電気化学的水素合成

神奈川県立横須賀高等学校 平野　友夏子 次世代発光デバイス LECの開発と活用～次世代の学園祭を目指して～

神奈川県立横須賀高等学校 浅沼　龍平 深海で発見された酵素の有用性
独立行政法人国立高等専門学校機構
鈴鹿工業高等専門学校 國保　ひなた ガラス繊維強化プラスチック廃材のリサイクルによる高性能活性炭の作製

立教池袋中学校 鈴木　海都 くっつけ！俺の接着剤

立教池袋高等学校 藤田　寛興 カメレオンエマルションの謎

立教池袋中学校 村山　光輝 コロイド溶液とマイクロフロックの関係

立教池袋中学校 清水　悠盛 くっつけ！俺のフェライト磁石

神奈川県立弥栄高等学校 杉田　統也 微生物バイオ電池の作製

神奈川県立弥栄高等高校 高橋　海斗 炎色ロウソクづくりにおける溶剤の検証

東京都立八王子東高等学校 山口　凜 溶媒の変化によるケミカルライトの発光量などの変化

日本大学習志野高等学校 清水　直樹 ブロッコリーでルミノール発光

東京都立多摩科学技術高等学校 山元　るな 福島を救え！！～ゼオライトを用いた放射性物質の吸着・回収～

東京都立多摩科学技術高等学校 三木　悠登 セルロース系資源を用いたバイオエタノール、生分解性プラスチックの作成と循環型社会の構築

東京成徳大学高等学校 藤森　啓介 牛乳プラスチック性能検証Ⅱ

城西大学附属城西高等学校 山下　太誠 廃棄絵具を用いた新燃料の開発

城西大学附属城西中学高等学校 佐々木　純一 Ooho! ～持ち運べる水～

順天中学高等学校 有田　萌希 家庭内で毒ガス発生を抑えるには

順天中学高等学校 谷口　昂太郎 香料と私たちの健康

桜丘高等学校 林　久乃 水産性植物に対するイオン種の影響

桜丘高等学校 平野　在大 植物に対する酸性雨の影響

桜丘高等学校 中山　優大 メチレンブルーと糖類の反応による脱色時間

神奈川県立厚木高等学校 有吉　彗 寒天を用いたポリウレタンの合成

神奈川県立厚木高等学校 北嶌　銀次 廃物からのバイオエタノール生成

神奈川県立厚木高等学校 江頭　司苑 キノコのセルロース分解によるバイオエタノール生成
独立行政法人国立高等専門学校機構
群馬工業高等専門学校 柴川　和之 家庭廃棄物を組み合わせたクリーン水素製造法の研究

埼玉県立熊谷西高等学校 八木原　陸矢 銅イオンを導入した硫化亜鉛粉末の黄色発光

埼玉県立熊谷西高等学校 荒井　真名斗 二種類の金属イオンを導入した硫化亜鉛の発光・蓄光

埼玉県立熊谷西高等学校 栗原　由樹 人工宝石の合成

埼玉県立熊谷西高等学校 永石　剛 硫化カルシウムによる発光

宮崎県立宮崎大宮高等学校 梅木　康多 活性炭で世界の水に安心を～硝酸イオンの吸着量比較からみる活性炭の性質～

栄東高等学校 田中　健太 「ノイエス・ホイットニーの式」の適用条件の考察と溶解にかかる時間の理論値
の算出～硫酸銅（Ⅱ）と純水を用いた検証～

茨城高等学校・中学校 藁谷　帆乃花 セルロース分解菌のスクリーニング

茨城高等学校・中学校 森田　珠莉 「人工光合成」の研究

茨城高等学校・中学校 坂本　莉奈 固定化微生物によるアルコール発酵の研究（第 3報）

東京農業大学第一高等学校 植村　果穂 尾瀬の樹が消えている‐アレロパシーを利用したコメツガ復活作戦‐

東京女学館高等学校 清原　海音 回虫による副作用のないガン治療

静岡県立静岡高等学校 竹内　希海 静岡市におけるセミ幼虫の地上出現と羽化行動の解析

山村学園 山村国際高等学校 生物部 新井　倭愛 マウス腸内フローラから健康食品の機能性を探る

浦和実業学園中学校・高等学校 米山　慶亮 緑色光を照射したヒラメの成長促進効果

愛媛県立長浜高等学校 草川　大悟 マグネシウム濃度のコントロールによる精神疾患の治療

愛媛県立長浜高等学校 森岡　旭春 世界一小さな医療機器誕生を目指して

愛媛県立長浜高等学校 伊井　洸晶 ミズクラゲの大量発生による発電所事故の防止を目指して

埼玉県立上尾高等学校 吉村　玖桃 Ageko  Kumamushi  Collection ～クマムシの美を証明せよ！～

愛媛県立今治西高等学校 池内　明香 オニクマムシの乾眠からの蘇生条件

静岡県立掛川西高等学校 岡本　優真 空気中におけるインフルエンザウイルスの検出法確立に向けた研究構想

山形県立米沢興譲館高等学校 松田　千穂 火星テラフォーミングに向けた環境ストレス耐性を持つシアノバクテリアの探索

茗溪学園高等学校 土原　千佳 根の挙動と化学物質の関係性

茗溪学園高等学校 大矢　朱莉 植物内生菌と宿主植物の相互関係

茗溪学園高等学校 山口　幸大 線虫に味覚はあるのか　～線虫の糖に対する嗜好性～

茗溪学園高等学校 栗山　俊介 カビ由来の微生物生理機能と酵素活性

神奈川県立弥栄高等学校 齋藤　梓 カイコのカイ剖を通して変態の神秘に迫らないカイ ?　

神奈川県立弥栄高等学校 林　敦夫 プラナリアの捕食に及ぼす耳葉のはたらき



神奈川県立弥栄高等学校 小澤　伊吹 プラナリアの再生速度に影響を及ぼす要因

神奈川県立弥栄高等学校 齋藤　梓 はちみつの殺菌効果
米子工業高等専門学校／National
Institute of Technology, Yonago College

田中　泰斗／
Taito TANAKA 植物の褐変を用いた化粧品の評価～人体を用いないUV保護評価法の試み～

東京都立八王子東高等学校 神林　文都 カクレクマノミのつつきを減らす

東京都立多摩科学技術高等学校 玉谷　京輔 アリの巣にカビが生えない理由

東京都立多摩科学技術高等学校 井上　陸 葉脈を用いた肺の毛細血管をつくる過程

東京大学教育学部附属中等教育学校 大友　沙羅 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 西城　亜里 アフリカツメガエル異常胚における形状観察

東京大学教育学部附属中等教育学校 西林　伶華 ゼニゴケの再生能力

東京大学教育学部附属中等教育学校 小林　千紘 粘菌は三次元迷路が解けるのか

東京大学教育学部附属中等教育学校 小笠原　帆香 視界環境の違う魚は視覚に違いはあるのか

東京成徳大学中学校 小野塚　凜 材料を変えて美味しいパンを作る

東京成徳大学高等学校 志知　大翼 身近な食品および加工調味料による食パンのカビの抑制効果

東京成徳大学高等学校 山岡　真太朗 天然酵母の探索

東京成徳大学高等学校 高橋　このみ 天然酵母の研究手法の検討

土浦日本大学中等教育学校 鯉渕　南海 維管束鞘細胞の微小管配向に及ぼす青色光の効果

大妻嵐山中学校 齋藤　楓華 ハエトリソウの消化能力について

大妻嵐山中学校 土門　ゆん マイハギと音の関係

大妻嵐山中学校 森田　葵遥 ウズラの孵化

大妻嵐山中学校 小林　舞香 プラナリアの色覚と再生能力について

大妻嵐山中学校 笹原　夕楓 ヒトの舌で味を調べよう

大妻嵐山中学校 佐藤　優和 カビの繁殖について

大妻嵐山高等学校 平尾　夏穂 プラティとメダカの視運動の相違

大妻嵐山高等学校 加賀田　栞里 マイハギの旋回運動と音の関係について

洗足学園中学高等学校 佐々木　凜芽 体が硬い私が 180 度開脚できるようになるには

埼玉県立川越高等学校 大和久　健太 オカダンゴムシの交替性転向反応の制御

宮城県仙台第三高等学校 中川　朔未 仙台市海岸林におけるマツの菌根

宮城県仙台第三高等学校 乙供　真澄 ヨロイイソギンチャクと褐虫藻の共生関係に迫る

城西大学附属城西高等学校 光武　麻紗美 味覚を制御し嫌いな食べ物を克服する

順天中学高等学校 鈴木　ルカ 色と味覚の関係

順天中学高等学校 本田　樹莉 クラゲの存在意義について

順天中学高等学校 比留間　綺生 血液中の酸素濃度変化が人体に与える影響、および測定方法・原理について

順天高等学校 白井　まなほ 偽マヌカハニーと新マヌカハニーを作る

順天中学高等学校 藤原　寧々 音楽　行動誘導効果

順天中学高等学校 東木　彩夏 日常生活の運動を活用し、運動不足を解消する提言

順天中学高等学校 町野　友昭 代用茶を作る

順天中学高等学校 小田中　眞衣 かゆみの仕組みとその対策

順天中学高等学校 佐藤　恵莉香 安全なインフルエンザの薬を若者へ

順天中学高等学校 伊藤　七海 蕎麦アレルギーの蕎麦アレルギーによる蕎麦アレルギーのための蕎麦

山村学園 山村国際高等学校 生物部 松本　幸祐 小型ペットボトル飲料に混入した口腔細菌の除菌法

山村学園 山村国際高等学校 生物部 小林　湧弥 手作りミントタブレットのミュータンスレンサ球菌におよぼす抗菌効果

山村学園 山村国際高等学校 生物部 小倉　壮太 マヌカハニーの口腔常在菌に対する抗菌効果

三田国際学園高等学校 富谷　光全 葉緑体の可能性を探る

三田国際学園高等学校 入野　裕介 遺伝病のトリガーは何か

三田国際学園高等学校 中村　元紀 プラスチックを分解するバクテリアの探索

三田国際学園高等学校 村上　真盛 植物の倍数性はどこまで倍加するか。

三田国際学園高等学校 小山　純平 土壌からの抗菌活性物質生産菌の探索

三田国際学園高等学校 紀平　望見 p53 遺伝子の働き

三田国際学園高等学校 岡部　巧 ヒストン脱アセチル化酵素と遺伝子発現の関係性

広尾学園高等学校 田端 瞳、平山 友佳 p53 ノックダウンによるゾウ iPS 細胞の作製

広尾学園高等学校 吉田　琳奏 プラナリアにおける神経筋接合部の再生メカニズム

立教池袋中学校 鈴木　海都 くっつけ！俺の接着剤

立教池袋高等学校 藤田　寛興 カメレオンエマルションの謎

立教池袋中学校 村山　光輝 コロイド溶液とマイクロフロックの関係

立教池袋中学校 清水　悠盛 くっつけ！俺のフェライト磁石

神奈川県立弥栄高等学校 杉田　統也 微生物バイオ電池の作製

神奈川県立弥栄高等高校 高橋　海斗 炎色ロウソクづくりにおける溶剤の検証

東京都立八王子東高等学校 山口　凜 溶媒の変化によるケミカルライトの発光量などの変化

日本大学習志野高等学校 清水　直樹 ブロッコリーでルミノール発光

東京都立多摩科学技術高等学校 山元　るな 福島を救え！！～ゼオライトを用いた放射性物質の吸着・回収～

東京都立多摩科学技術高等学校 三木　悠登 セルロース系資源を用いたバイオエタノール、生分解性プラスチックの作成と循環型社会の構築

東京成徳大学高等学校 藤森　啓介 牛乳プラスチック性能検証Ⅱ

城西大学附属城西高等学校 山下　太誠 廃棄絵具を用いた新燃料の開発

城西大学附属城西中学高等学校 佐々木　純一 Ooho! ～持ち運べる水～

順天中学高等学校 有田　萌希 家庭内で毒ガス発生を抑えるには

順天中学高等学校 谷口　昂太郎 香料と私たちの健康

桜丘高等学校 林　久乃 水産性植物に対するイオン種の影響

桜丘高等学校 平野　在大 植物に対する酸性雨の影響

桜丘高等学校 中山　優大 メチレンブルーと糖類の反応による脱色時間

神奈川県立厚木高等学校 有吉　彗 寒天を用いたポリウレタンの合成

神奈川県立厚木高等学校 北嶌　銀次 廃物からのバイオエタノール生成

神奈川県立厚木高等学校 江頭　司苑 キノコのセルロース分解によるバイオエタノール生成
独立行政法人国立高等専門学校機構
群馬工業高等専門学校 柴川　和之 家庭廃棄物を組み合わせたクリーン水素製造法の研究

埼玉県立熊谷西高等学校 八木原　陸矢 銅イオンを導入した硫化亜鉛粉末の黄色発光

埼玉県立熊谷西高等学校 荒井　真名斗 二種類の金属イオンを導入した硫化亜鉛の発光・蓄光

埼玉県立熊谷西高等学校 栗原　由樹 人工宝石の合成

埼玉県立熊谷西高等学校 永石　剛 硫化カルシウムによる発光

宮崎県立宮崎大宮高等学校 梅木　康多 活性炭で世界の水に安心を～硝酸イオンの吸着量比較からみる活性炭の性質～

栄東高等学校 田中　健太 「ノイエス・ホイットニーの式」の適用条件の考察と溶解にかかる時間の理論値
の算出～硫酸銅（Ⅱ）と純水を用いた検証～

茨城高等学校・中学校 藁谷　帆乃花 セルロース分解菌のスクリーニング

茨城高等学校・中学校 森田　珠莉 「人工光合成」の研究

茨城高等学校・中学校 坂本　莉奈 固定化微生物によるアルコール発酵の研究（第 3報）

東京農業大学第一高等学校 植村　果穂 尾瀬の樹が消えている‐アレロパシーを利用したコメツガ復活作戦‐

東京女学館高等学校 清原　海音 回虫による副作用のないガン治療

静岡県立静岡高等学校 竹内　希海 静岡市におけるセミ幼虫の地上出現と羽化行動の解析

山村学園 山村国際高等学校 生物部 新井　倭愛 マウス腸内フローラから健康食品の機能性を探る

浦和実業学園中学校・高等学校 米山　慶亮 緑色光を照射したヒラメの成長促進効果

愛媛県立長浜高等学校 草川　大悟 マグネシウム濃度のコントロールによる精神疾患の治療

愛媛県立長浜高等学校 森岡　旭春 世界一小さな医療機器誕生を目指して

愛媛県立長浜高等学校 伊井　洸晶 ミズクラゲの大量発生による発電所事故の防止を目指して

埼玉県立上尾高等学校 吉村　玖桃 Ageko  Kumamushi  Collection ～クマムシの美を証明せよ！～

愛媛県立今治西高等学校 池内　明香 オニクマムシの乾眠からの蘇生条件

静岡県立掛川西高等学校 岡本　優真 空気中におけるインフルエンザウイルスの検出法確立に向けた研究構想

山形県立米沢興譲館高等学校 松田　千穂 火星テラフォーミングに向けた環境ストレス耐性を持つシアノバクテリアの探索

茗溪学園高等学校 土原　千佳 根の挙動と化学物質の関係性

茗溪学園高等学校 大矢　朱莉 植物内生菌と宿主植物の相互関係

茗溪学園高等学校 山口　幸大 線虫に味覚はあるのか　～線虫の糖に対する嗜好性～

茗溪学園高等学校 栗山　俊介 カビ由来の微生物生理機能と酵素活性

神奈川県立弥栄高等学校 齋藤　梓 カイコのカイ剖を通して変態の神秘に迫らないカイ ?　

神奈川県立弥栄高等学校 林　敦夫 プラナリアの捕食に及ぼす耳葉のはたらき
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神奈川県立厚木高等学校 岩瀬　琳香 コンニャク寒天シートで砂漠化を防ぐ

敬愛学園高等学校 小林　茉利奈 水換えせずに水質を保つには

敬愛学園高等学校 加藤　諒 切り花を長持ちさせる水質条件

埼玉県立熊谷西高等学校 平川　真緒 低地性ニッコウキスゲの生態調査報告

埼玉県立熊谷西高等学校 中嶋　将太 田んぼの甲殻類の休眠打破

宮城県多賀城高等学校 小野　勝之 東日本大震災による植生の攪乱と生物の応答～浦戸諸島，ハイブリッド松に迫る～

宮城県多賀城高等学校 佐々木　克敬 宮城県多賀城高校Bursa. バスターズ

宮城県多賀城高等学校 川名　啓介 土壌中のイオン濃度の測定と環境変化の一考察

宮城県仙台第三高等学校 中川　朔未 仙台市海岸林におけるマツの菌根

宮城県仙台第三高等学校 乙供　真澄 ヨロイイソギンチャクと褐虫藻の共生関係に迫る

浦和実業学園中学校・高等学校 和知　春陽 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 平野　爽一郎 藻を用いたバイオエタノールの生成

浦和実業学園中学校・高等学校 湯谷　哲也 カワモズクの培養

浦和実業学園中学校・高等学校 多比羅　帆夏 実験室に自然環境を再現する試み

浦和実業学園中学校・高等学校 酒井　洸輔 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 岡本　将駒 光の照射によってイワナの成長を促進できるのか

浦和実業学園中学校・高等学校 岡本　国也 可動式降雨装置
学校法人奈良育英学園
育英西中学校・高等学校 関　朱夏 プロトプラストの作製

茨城県立並木中等教育学校 市川　尚人 LEDの光が蚕に与える影響
学校法人奈良育英学園
育英西中学校・高等学校 久佐野　京香 プラナリアと水質の関係性について

郁文館中学校 馬場　美空 ヨーロッパイエコオロギの巨大化に関する研究

安田学園中学校高等学校 飯田　和生 セイヨウミツバチは人工甘味料を飲むのか？Ⅱ

安田学園中学校高等学校 森　凛太郎 クロマルハナバチの倍数化の研究

神奈川県立弥栄高等学校 浦木　勇瑠 青銅鏡の大型化に伴う鏡面への影響と冷却速度の関係

東京都立多摩科学技術高等学校 小川　未優 SANBUSUG!- 林地残材の有効活用 -

千葉県立千葉工業高等学校 平沢　智子 小・中学生向け理科実験教材の開発とその影響

茗溪学園高等学校 梅原　萌乃 日本人ARDFアスリートの試合時に効果的な補食をつくる

茗溪学園高等学校 湯浅　舞 レーザーを用いた表現によるプロダクトデザイン

東京都立多摩科学技術高等学校 朝日向　帆々子 発酵食品は元気の源！！～ Japanese Miso の力を探れ～

東京都立科学技術高等学校 野中　駿 素朴な構造物が挑戦！！　～　砂浜保全への道のり　～

茨城県立土浦第三高等学校 西岡　慎也 霞ヶ浦を水上飛行場にすることは可能か

埼玉県立川越高等学校 古川　翔也 種子の植物ホルモン含有量の測定

千代田区立九段中等教育学校 渡部　拓夢 都市の環境配置と環境教育が人々の環境意識に与える影響について

順天中学高等学校 花澤　美奈子 植物に人の思いは伝わるのか
学校法人札幌日本大学学園　　　　
札幌日本大学高等学校 佐藤　勇起 小中学生向け科学教材の開発 2017

神奈川県立厚木高等学校 吉澤　敬太 ヤエヤマヒルギの浄水効果

埼玉県立熊谷西高等学校 伊藤　彩海 高校生による熊谷市西部の校庭の植物図鑑作成報告

宮崎県立宮崎大宮高等学校 笹山　順平 釜炒り茶の嗜好別抽出法

郁文館中学校 土井　達矢 現代で活躍できる読書ロボットの考察

英語ポスターセッションでは、慣れない英語を使い、緊張しながら審査委員に発表している姿が印象的でした。そんな
中、見事英語ポスターセッションで１位に輝いたMahidol Wittayanusorn Schoolの皆さんに受賞の喜びを伺いました。
「まず、とにかく非常に嬉しく思っています。今後は自分たちのプロジェクトを活かした商品を市場に向けて販売して
いきたいと思っています。そして、より多くの人たちにこのプロジェクトを知ってもらいたいので、自作の新聞に掲載し
ようという計画も立てています。」

より多くの人たちにこのプロジェクトを知ってもらいたい！

神奈川県立弥栄高等学校 小澤　伊吹 プラナリアの再生速度に影響を及ぼす要因

神奈川県立弥栄高等学校 齋藤　梓 はちみつの殺菌効果
米子工業高等専門学校／National
Institute of Technology, Yonago College

田中　泰斗／
Taito TANAKA 植物の褐変を用いた化粧品の評価～人体を用いないUV保護評価法の試み～

東京都立八王子東高等学校 神林　文都 カクレクマノミのつつきを減らす

東京都立多摩科学技術高等学校 玉谷　京輔 アリの巣にカビが生えない理由

東京都立多摩科学技術高等学校 井上　陸 葉脈を用いた肺の毛細血管をつくる過程

東京大学教育学部附属中等教育学校 大友　沙羅 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 西城　亜里 アフリカツメガエル異常胚における形状観察

東京大学教育学部附属中等教育学校 西林　伶華 ゼニゴケの再生能力

東京大学教育学部附属中等教育学校 小林　千紘 粘菌は三次元迷路が解けるのか

東京大学教育学部附属中等教育学校 小笠原　帆香 視界環境の違う魚は視覚に違いはあるのか

東京成徳大学中学校 小野塚　凜 材料を変えて美味しいパンを作る

東京成徳大学高等学校 志知　大翼 身近な食品および加工調味料による食パンのカビの抑制効果

東京成徳大学高等学校 山岡　真太朗 天然酵母の探索

東京成徳大学高等学校 高橋　このみ 天然酵母の研究手法の検討

土浦日本大学中等教育学校 鯉渕　南海 維管束鞘細胞の微小管配向に及ぼす青色光の効果

大妻嵐山中学校 齋藤　楓華 ハエトリソウの消化能力について

大妻嵐山中学校 土門　ゆん マイハギと音の関係

大妻嵐山中学校 森田　葵遥 ウズラの孵化

大妻嵐山中学校 小林　舞香 プラナリアの色覚と再生能力について

大妻嵐山中学校 笹原　夕楓 ヒトの舌で味を調べよう

大妻嵐山中学校 佐藤　優和 カビの繁殖について

大妻嵐山高等学校 平尾　夏穂 プラティとメダカの視運動の相違

大妻嵐山高等学校 加賀田　栞里 マイハギの旋回運動と音の関係について

洗足学園中学高等学校 佐々木　凜芽 体が硬い私が 180 度開脚できるようになるには

埼玉県立川越高等学校 大和久　健太 オカダンゴムシの交替性転向反応の制御

宮城県仙台第三高等学校 中川　朔未 仙台市海岸林におけるマツの菌根

宮城県仙台第三高等学校 乙供　真澄 ヨロイイソギンチャクと褐虫藻の共生関係に迫る

城西大学附属城西高等学校 光武　麻紗美 味覚を制御し嫌いな食べ物を克服する

順天中学高等学校 鈴木　ルカ 色と味覚の関係

順天中学高等学校 本田　樹莉 クラゲの存在意義について

順天中学高等学校 比留間　綺生 血液中の酸素濃度変化が人体に与える影響、および測定方法・原理について

順天高等学校 白井　まなほ 偽マヌカハニーと新マヌカハニーを作る

順天中学高等学校 藤原　寧々 音楽　行動誘導効果

順天中学高等学校 東木　彩夏 日常生活の運動を活用し、運動不足を解消する提言

順天中学高等学校 町野　友昭 代用茶を作る

順天中学高等学校 小田中　眞衣 かゆみの仕組みとその対策

順天中学高等学校 佐藤　恵莉香 安全なインフルエンザの薬を若者へ

順天中学高等学校 伊藤　七海 蕎麦アレルギーの蕎麦アレルギーによる蕎麦アレルギーのための蕎麦

山村学園 山村国際高等学校 生物部 松本　幸祐 小型ペットボトル飲料に混入した口腔細菌の除菌法

山村学園 山村国際高等学校 生物部 小林　湧弥 手作りミントタブレットのミュータンスレンサ球菌におよぼす抗菌効果

山村学園 山村国際高等学校 生物部 小倉　壮太 マヌカハニーの口腔常在菌に対する抗菌効果

三田国際学園高等学校 富谷　光全 葉緑体の可能性を探る

三田国際学園高等学校 入野　裕介 遺伝病のトリガーは何か

三田国際学園高等学校 中村　元紀 プラスチックを分解するバクテリアの探索

三田国際学園高等学校 村上　真盛 植物の倍数性はどこまで倍加するか。

三田国際学園高等学校 小山　純平 土壌からの抗菌活性物質生産菌の探索

三田国際学園高等学校 紀平　望見 p53 遺伝子の働き

三田国際学園高等学校 岡部　巧 ヒストン脱アセチル化酵素と遺伝子発現の関係性

広尾学園高等学校 田端 瞳、平山 友佳 p53 ノックダウンによるゾウ iPS 細胞の作製

広尾学園高等学校 吉田　琳奏 プラナリアにおける神経筋接合部の再生メカニズム

学校名 タイトル名前
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サテライトプレゼンテーション
このサテライトプレゼンテーションでは、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。学生時代につくばScienceEdgeに参加した経験のあるOB・OGの審査
委員の方にアドバイスをいただき、次の入賞へ向けて取り組まれることでしょう。
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Hyogo Prefectural Kakogawa
Higashi High School

参加校一覧（発表順）

山村学園 山村国際高等学校

東京都立多摩科学技術高等学校

宮城県仙台第三高等学校

愛媛県立長浜高等学校

Taipei Municipal Nei-Hu
Vocational High School

Taipei Municipal LiShan High School

浦和実業学園中学校・高等学校

神奈川県立弥栄高等学校

静岡県立静岡高等学校

Ichikawa Gakuen Ichikawa
High School
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オリエンテーション・GLS発表
今年度から始まったオリエンテーションとGlobal Link Singapore発表。
オリエンテーションでは、２日間の流れがスムーズに開催されるように、各学校の代表者が
全体のオリエンテーションを受けました。
またGlobal Link Singapore発表では、2017年7月23日（日）にシンガポール国立大学で開
催されたGlobal Link SingaporeのScience Categoryオーラルセッション部門で見事
Best Presentation Awardに輝いた学校が、本番と同様のプレゼンテーションを披露して
くれました。

つくば国際会議場 森 様より会場につい
ての説明や「つくばScienceEdge2018」
の全体のオリエンテーションが開催され
ました。

アジア地域を中心とする世界各国の中高生が、科学や国際課題に関する考えや研究成果を、英語を使って
国際舞台で発表します。 
プレゼンテーションやディスカッションを通じて、世界の中高生や研究者・専門家との交流が生まれます。
第４回大会は、2017年７月にシンガポールで開催され、アジア太平洋を中心に、日本やシンガポール、タ
イ、フィリピン、ミャンマー、ベトナム、インドネシアなど７つの国と地域から計46校、約200名の中高生
が参加し、研究発表や交流を行いました。

Global Link Singaporeとは

オリエンテーション

Global Link Singapore発表

2017年Global Scinece Link 受賞者
オーラルセッション部門　　 Best Presentation Award

［学校名］Bansud National High School-Mimaropa
　　　　 Regional Science High School（フィリピン）

［受賞者］Neil Ian Viduya Magaland

受賞者より

「Analysis of the Functional Properties and  Proximate Composition 
of Banana Exocarp as a Primary Constituent of Flour-Based Food 
Products: A Promising Response in Bridging Hunger Gap」

自分のとても個人的な身の回りにある問題点・疑問点から始まった小さなアイディアが、
評価されるとは思っていなかったので、とても嬉しかったです。



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

毎年好評の「サイエンスワークショップ」。最先端の科学を研究する企業、団体、
学校等の協力により、化学や生物学などの自然科学から応用的な医学分野まで、
全9の多彩なワークショップが開催されました。
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国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構

0.5㎍の「未知の元素」が拓く、
超重原子核の世界

－99番元素、アインスタイニウムとは？－

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－

情報処理学会 IPSJ-ONE×河合塾
みらいぶプラス

ここまで広がった! 
情報分野の最前線

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
～生物と化学の融合～

東邦大学

トランスサイエンス・科学の限界を超えて
－生態系保全の最前線をテーマに－

日本大学理工学部

宇宙エレベーターで切り拓く
未来の宇宙開発

東京農業大学
生命科学部 分子生命化学科

人と環境にやさしい、
生き物が作るプラスチック

東京工業大学

生命の起源にせまる、最新のナノテクを
駆使した化学進化実験

Origins of Life: Chemical Evolution Studies
and Advanced Nanotechnology

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

暮らしに広がる量子・放射線の利用
－こんなに身近なものだなんて、

知らなかった！－



0.5㎍の「未知の元素」が拓く、超重原子核の世界
－99番元素、アインスタイニウムとは？－

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　重元素核科学研究グループ

研究副主幹 Orlandi Riccardo（オルランディ・リカルド）氏

事業
内容

99番元素、「アインスタイニウム」。
その名の通り、物理学者アインシュタインの名前が由来と
なった元素をご存知でしょうか？
現在人類が利用できる最も重い、いわば究極の元素アイン
スタイニウム。
原子力機構では、アメリカとの協力で入手したわずか1.5㎍
のアインスタイニウムを用いて、「タンデム加速器施設」で超
重原子核の核分裂と核構造の解明に挑戦しています。
『アインスタイニウムって何なの？』、『そんなにわずかな量で
いったいどんな実験ができるの？』、『いったいどんなことが
分かるの？』

そんな疑問を原子核の謎を追ってイタリアからやってきた講
師、リカルド・オルランディ氏にぶつけながらまさに現在進
行中！の最新の研究の世界を学びました。

「核図表がすごく複雑で興味深かった」、「今まで知らなかった原子の世界を知れてとても面白かっ
た」、「日本が原子物理分野でどのように貢献しているのかを知れた」

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

海洋生物学の研究が、なぜエコツーリズムに必要とされてい
るのか？
「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背景。」
「オーストラリア第三の都市ブリスベン近郊の人気観光地に、
今も多様な動物たちが存在する理由。」
そして「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。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、海洋生物の理解を深め、現在の私たちには何ができる
のか学びました。

オーストラリアの研究者にインターネット回線を通して、リア
ルタイムで質問することができ、普段では味わえない貴重な
体験をしました。

「イルカを保護しようとする姿に感動した」、「海洋生物について、とても深く考え行動していると
いうことが印象に残りました」、「イルカやジュゴンなどの海洋の生物が危険な目にあっているこ
とを初めて知り、環境保護第一というところがすごいと思いました」
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「望月里香先生の「たとえ表現」が分かりやすかった。各人に合わせたたとえ表現は分かりやすくた
くさんの人に利用されると思う」、「分かりやすく楽しく自分の知らなかった情報という分野の話を
きくことができてよかったです」、「近い未来、使えそうな情報の技術をたくさん教えてくれた」

ここまで広がった! 情報分野の最前線
AI ! ビッグデータ!! IoT!!!  ITを知らずしてミライは語れない保護の力へ－

情報処理学会 IPSJ-ONE×河合塾 みらいぶプラス

ワークショップに参加した生徒の感想

事業
内容

日本の情報分野をリードする情報処理学会の若手精鋭研究者
によるトークイベントIPSJ-ONEと、最新の研究から学べる大
学まで学問を幅広く紹介するサイト「河合塾・みらいぶプラス」
がコラボし、今回のワークショップを開催してくれました。
「共感すれば情報が伝わる?! コンピュータがライフログから似
た経験を引き出し、『要は何？』」を説明を受けたり、「現代のロ
ゼッタ・ストーンができた!  古文書の読めない文字を読み解く
アプリ」や「下手な歌が味のある歌に！世界最高峰の音声合成
技術者が拓く感動的な歌声の世界」など、現在最先端の技術や
今後期待される新技術、それらが創り出す未来について、中高
生のためにわかり易く、同じ目線に立って説明してくれました。

思い描こう！資源を自給自足する未来を
～生物と化学の融合～

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

NTTサービスエボリューション研究所 望月 理香 先生
桜美林大学 耒代(きただい) 誠仁 先生

山梨大学 森勢 将雅 先生

事業
内容

「藻類」（そうるい）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。
筑波大学では、このように多様で未知の藻類に秘められる
可能性を最大限に引き出し、未来の資源枯渇に備えるとと
もに、持続可能な地球環境をつくることを目指し、研究開
発をすすめています。
今回のワークショップでは、「生物資源(バイオマス)」につ
いての基礎知識をはじめ、産業化応用に必要不可欠な「化

学」についての理解を深めました。
引き込まれるように話しに聞き入る姿や真剣にメモを取る
姿がとても印象的でした。

「プラスチック作りが楽しかった、再生可能エネルギーについてよくわかった。とても楽しかったで
す」、「小学生時代に経験したことのあった「人工イクラ」の謎が解けてやっとすっきりしました。バイ
オが再生可能エネルギーだけでなく、資源に応用できることを知り、今後探してみたいと思います」

グローバル・バイオエコ・ものづくり・イノベーション・IT・ソーシャルビジネスなど
変わる社会や産業界の活力のために、新しい21世紀の教育を支援。

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。

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
数理物質系（産総研クロスアポ）助教

川島 英久 氏
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トランスサイエンス・科学の限界を超えて
－生態系保全の最前線をテーマに－

東邦大学

ワークショップに参加した生徒の感想

東邦大学 理学部 生命圏環境科学科
柴田 裕希 氏

事業
内容

豊かな生態系は生態系サービスとして我々の人間社会にあ
らゆる恵みをもたらしてくれています。一方で、私たちはそ
んな生態系を過去に例を見ない速さで破壊し、その恵みを
自ら失ってしまいました。最新の研究によって、今私たちの
おかれている状況の危うさが浮き彫りになりつつあります。
しかし、私たちは既に手にした便利な生活を手放すことはで
きませんし、世界にはまだまだ貧困で厳しい状況におかれ
ている人々が数多くいます。経済的開発と社会の発展を持
続可能な方法で実現するためにはどうしたら良いか。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解説してくれました。

Twitterで講義の内容を同時に解説する、まさに現代社会
らしい新しい講義も披露してくれました。

「生物多様性オフセットについて賛成意見と反対意見がきくことができてよかった。具体例など分
かりやすかった」、「これからも環境と人間のかかわりについて考えながら発展させていきたい」、
「自分の進みたい進路と合致していてとても有意義な時間となった」

宇宙エレベーターで切り拓く未来の宇宙開発

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

事業
内容

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、近未来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。
宇宙エレベーター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です。どのように宇
宙まで行って帰ってくるのかを簡単な実験で説明を受けた
り、日本の科学者グループが研究開発しているハイブリット
宇宙エレベーターや宇宙テザー技術などの説明を通じて、実
現までの技術ロードマップについて考えました。
まだまだ未知の世界である宇宙について考えることは、なか

なか難しくもありましたが、楽しいそうにワークショップを
受けている生徒の姿が印象的でした。

「宇宙エレベーターについて初めて知り、今日だけで詳しいことまで知ることができて、驚くこともたくさ
んあったし楽しかったです。乗ってみたいと思いました」、「夢のある宇宙旅行が現実に近づいていること」、
「高度な技術が身近に感じられた。これからの生活に役立つことをわかりやすく理解することができました」

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。

『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。

日本大学理工学部 次長・教授
青木 義男 氏
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人と環境にやさしい、生き物が作るプラスチック

東京農業大学 生命科学部 分子生命化学科

ワークショップに参加した生徒の感想

事業
内容

「プラスチックが様々な利点を持つところ。藁からでもプラスチックを作れる点。DNA・セルロー
スがプラスチックである点」、「ナタデココが透明の紙になる過程などがおもしろかった」、「簡潔
に説明してくれて専門外でも理解することができたと思う。興味がわいた」

生命の起源にせまる、最新のナノテクを駆使した化学進化実験
Origins of Life: Chemical Evolution Studies and Advanced Nanotechnology

東京工業大学

ワークショップに参加した生徒の感想

東京工業大学 物質理工学院、地球生命研究所(ELSI)、
TKTキャンパス・アジア構想責任者 原 正彦 教授

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 石井 大輔（イシイ ダイスケ） 氏

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」の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。

創立から130年を越える歴史をもつ国立大学であり、日本最高の理工系総合大学。
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寄与し、長期
目標である「世界最高の理工系総合大学」の実現を目指している。

日常生活ではありとあらゆるところに使われている「プラ
スチック」。
石油を消費するとか、環境汚染のもとになっているなど、
あまりいいイメージはないかもしれません。
でもプラスチックは私たちが日常目にする以外にも、意外
なところであっと驚くような使われ方をしています。
最近では石油からだけではなく、植物や微生物など、生き
物からつくられる、あるいは生き物のはたらきで分解され
るようなプラスチックが普及しつつあります。
今回のワークショップでは、そうしたプラスチックの面白い
使われ方や、生き物からつくられる、あるいは生き物によっ

て分解されるプラスチックを紹介し、人や環境とプラスチッ
クの望ましいかかわり方について考えました。

生命の起源、それは未だに謎の多い分野ですが、冥王代（地
球誕生から40億年前の5億年の間）という時代に、地球上
の鉱物の表面で起きた化学反応が一つの鍵を握ると考えら
れています。
今までに多くの仮説と実験が提唱されて来ましたが、結論に
はまだ至っていません。何故なら、ナノスケールの研究がな
されていなかったからです。
今回のワークショップでは、初めて、生命の起源を目指した
個々の分子レベルに至る物質の表面と界面に着目した研究
を紹介してもらいました。
また、それらの実験系は、高分解能ラマン分光や原子間力

顕微鏡（AFM）などの、最新の科学技術を駆使した装置から
構成された、基礎研究を分かりやすく学びました。

「アミノ酸の選択的な抽出を金属を用いて行うことに驚いた。その上で、同一のアミノ酸を濃縮し、
重合させる一連の流れが面白かった」、「東京工業大学で行われている様々なイベントを知ること
ができた」、「英語が難しかった」

24



暮らしに広がる量子・放射線の利用
－こんなに身近なものだなんて、知らなかった！－

国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構

ワークショップに参加した生徒の感想

事業
内容

量子の仲間である放射線は、様々な特徴を活かして、私たち
の暮らしを豊かにしたり、安全・安心に生活を向上させるた
め、いろいろな分野で利用され役に立っています。
原子や素粒子、そして原子から出るエネルギーや光まで、全
てが「量子」です。そして放射線も量子の仲間です。
今回のワークショップでは、「放射線は恐くないのか？危険
ではないのか？」、「私たちの身近で、どのようなことに利用
されているのか？」、「量子を利用した研究は、他に何がある
のか？」などについて、わかりやすく説明をしてもらいました。
グループに分かれ実際に実験している生徒の姿は笑顔も溢
れ、まさに楽しみながら学んでいました。

「実際に触れてみると専門性が高いようなことも、素人にもわかりやすく、かつ楽しめるような内容だったので
大変満足」、「放射線についてあまり知らなかったが、分かりやすい説明と実験を交えながらだったため楽しん
で理解することができた」、「放射線の利用が人類にとって大きな進化の一歩につながるということがわかった」

重粒子線などによるがんの治療や、放射線の人体への影響や医学利用、放射線防護や被ばく医療などの研究、量子ビーム
による物質・材料科学などを利用した光量子科学研究、や活動を中心とした人類究極のエネルギー源である核融合の研究
などを実施している。

量子科学技術研究開発機構（量研／ＱＳＴ）
経営企画部 総括参事（広報担当）鈴木 國弘 氏

楽しみながら
学べる！

初めて知ることがいっぱい

外国人留学生も

多数参加！

学校の授業にはない内容に
みんな真剣！

本格的だけど
わかりやすい
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つくばScienceEdge2018　国際交流会開催

参加者総勢110名！
ゲームを通じで会場が一つに。サイエンスエッジで広がる世界の輪。

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

　１日目の夜、台湾・香港・タイ・フィリピン・インドネシア・
ミャンマーと日本の中高生約110名による国際交流会が開催
されました。今年度は、順天高等学校と広尾学園高等学校の
生徒が合同でホストをし、立案と進行を実施してもらいまし
た。国際交流会での会話は英語が主流とされ、参加者の皆さ
んは英語でコミュニケーションを取り合い、短い間でしたが、
親睦を深め合っていました。
　国際交流会では、各学校の自己紹介をしたあと、受付時に
振り分けられた“各国混合チーム”に分かれ、チーム対抗戦

でミステリーボックスやさまざまなゲームをし、点数を競い合
いました。参加した皆さんは、国内外問わず皆さん思わず夢
中になって楽しんでおり、会場はとても盛り上がりました。
　最後にホストを務めてくれた同校にお話しを聞いてみると
「準備は大変でしたが、みんなで協力して一つモノを作り上げ
る楽しみを知って、すごくいい思い出になった。」や「会場で
参加者が楽しそうにしてくれたのを見て、頑張ってよかったと
思いました。」と、とても晴れやかな表情をされているのが印
象的でした。　　　　　　　   　　協力／株式会社サマテイ

その他 6%※学校行事・部活・
　東北大学 科学者の卵

HP 1%
先輩・友人

4%

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 89%

はい
62%

いいえ
38%

後輩に
伝えたいですか？

はい
80%

いいえ
20%

英語発表に
参加したいですか

はい
24%

いいえ
76%

大変満足
31%

満足 48%

普通
19%

大変悪い 1%悪い 2%中学１年生 4%

中学3年生
12%

高校3年生 2%

参加者

教員 1%

高校1年生 27%

中学
2年生
25%

高校
2年生
29%
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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 ScienceEdge2018



■ 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：2018年11月初旬～2019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：2019年3月23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、探求指向賞、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：2019年3月22日（金）～23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：（2018年11月初旬公開予定）

（2018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、茨城県教育委員会、 つくば市、つくば市教育委員会、

つくばサイエンス・アカデミー（敬称略・順不同）
● 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、東京工業大学、東邦大学、東京農業大学、

日本大学理工学部、情報処理学会 IPSJ-ONE×河合塾、筑波大学、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、特定非営利活動法人日本サイエンスサービス（NSS）、茨城県立土浦第一高等学校、
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構、茨城県自然博物館、茨城県立歴史館、
茨城県近代美術館、水戸芸術館、茨城県陶芸美術館、アクアワールド茨城県大洗水族館（敬称略・順不同）

主催：つくば Science Edge 2019 実行委員会  共催：株式会社JTB、つくばコングレスセンター

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

つくばScience Edge2019

第9回は、2019年3月22日（金）～23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 Edge2019

■ 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。
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