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サイエンスアイデアコンテスト／サイエンスワークショップ
場所

つくば国際会議場
■ 主 催 ：つくば Science Edge 2019 実行委員会
■ 共 催 ：つくばコングレスセンター、株式会社ＪＴＢ

■ 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
■ 協賛・協力：国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）
、国立研究開発法人 物質・材料研究機構（NIMS）
、
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構（JAEA）
、国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構（QST）
、
大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構（KEK）
、筑波大学 生存ダイナミクス研究センター、
筑波大学体育系 ヒューマン・ハイ・パフォーマンス先端研究センター、日本大学理工学部、
東京農業大学生命科学部、東邦大学理学部、タンガルーマ 海洋教育保護センター、株式会社 ビクセン、
特定非営利活動法人 日本サイエンスサービス（NSS）
、一般社団法人 つくば観光コンベンション協会、
つくばサイエンスツアーオフィス（敬称略・順不同）
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【つくば Science Edge2019】開催趣旨

好奇心と挑戦する姿勢が
「未来の科学」
の扉を開く！
「つくばScience Edge2019 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、
育てる新しい試みです。
科学の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」
。
中高生のみなさんが 本物の空気 に触れながら、
科学に関する興味や関心を深める機会になっています。
2019年は3月22日
（金）
・23日
（土）
の2日間に亘って開催されました。
国内外からの発表者および見学者、
協賛企業・大学・研究機関など合わせ、
来場者数は、
総勢1,649名（2日間延べ）
の方々にご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
（英語・日本語）
で、
国内81校・海外12校、
合計93校、
全312チームが発表しました。

参加人数推移

※2011年は参考
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プログラム

2019年3月22日（金）
・
23日（土）の2日間で開
催した、今 年 の「つくば
Science Edge2019」。
1日 目 は 英 語 ポ スター
セッションの公開審査や
日本語ポスターセッショ
ン、サテライトプレゼン
テーションなどが各会場
で目まぐるしく行われま
した。また今年から日本
語ポスターセッションで
は、参加生徒も評価でき
る Good jobシール
も導入され、生徒同士の
コミュニケーションも盛
んになりました。
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
催されました。参加生徒
たちは 英 語 で コミュニ
ケーションを取りながら
チーム対抗戦でゲームし
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
11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。

参加生徒の Good jobシール
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2019年3月22日(金)
時間

内容
11:40

受付開始

12:30 〜 13:30

オリエンテーション

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

英語・日本語ポスター発表 フリータイム

15:30 〜 17:00

サテライトプレゼンテーション

17:15 〜 18:45

国際交流会

19:00

終了

2019年3月23日(土)
時間

内容
8:00

9:00 〜 11:20

受付開始
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

ランチタイム

12:30 〜 13:15

英語・日本語ポスター発表

13:15 〜 14:05

サイエンスワークショップ①

14:15 〜 15:05

サイエンスワークショップ②

15:20 〜 16:00

表彰式

16:00

コアタイム

閉会

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
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に、サイエンスと取り組む
意 欲を高めるチャンスを提 供したいと考えております。
2010年に第1回を開催し、今回で9回目を迎え、国内・海
外を含め参加校は93校に上ります。
ところで、もうかなり昔の私の学生時代の話になります
が、私の学ぶ意欲を高揚させた出来事がありましたので、
ここで紹介させて頂きましょう。
当時、自宅は京都にありましたが、私が東京帝国大学に
入学したのは戦時中の1944年です。その頃からわが国の
敗戦兆候は濃厚になって来ました。1945年3月9日夜半か
ら10日未明にかけて東京は米空軍の夜間大空襲を受け、
激しい焼夷弾攻撃により、東京下町は全滅、罹災者百万、
死者十万という未曽有の被害を出しました。私も赤門近く
の下宿から焼け出されましたが、幸い東京大学には被害
は殆どありませんでした。私たちも命に別状なく、大事な

所持 品の多くは大 学 構 内まで持ち出すことが出 来まし
た。もちろん、一睡もしません。朝食には炊き出しの握り
飯一つ頬張っただけです。
ところが 朝8時、いつもと少しも変わらず25番教室で
田中務教授は「物理第一実験」の講義を粛々と行いまし
た。私たちは必死になってノートを取り、前夜の惨事から
離れ、物理学の世界に没頭しました。何があっても「学ぶ
こと」に最大の価値を置けと教わったのです。まさに、東
京帝国大学アカデミズムの存在を実感した時でした。
考えてみますと、私がノーベル賞受賞に値する研究成果
を挙げることが出来たのは、この教えに従ったからかもし
れません。どうか皆さんも「サイエンスを学ぶ」ことには大
きな価値があることを生涯忘れないようにしてください。
さて、これからオーラル発表、ポスター発表があります
が、そこでは皆さん持ち前のタレントを思う存分発揮して
いただきたいと思います。

［ 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

審査委員紹介

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。

［ 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

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。

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。2017
年、瑞宝重光章。

［ 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。

［ 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。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

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グループ客員研究員。細菌学（感染生
物学）や生化学・分子生物学を専門とし、細菌の病原性の分子機構を研究。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の全ゲノム解読に世界で初めて成功。

［ 生物物理学 ］ 宮本 宏博士

国立研究開発法人 産業技術総合研究所にてナノバイオ分野の研究に従事され、国立研究開
発法人 産業技術総合研究部にて国際部門長、四国センター所長を歴任。
現在、国立研究開発法人 産業技術総合研究所 名誉リサーチャー、つくば国際会議場 コー
ディネーター。

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）
、太田敏子博士（生物／ JAXA宇宙医学生物学研究グループ客員研究員）、丸山清明博士（生物／元農研
機構理事）、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）
、
久野美和子氏（薬学／電気通信大学客員教授）、朝倉省二博士（生物・毒性学／エーザイ株式会社）、古屋一夫博士（物
理／ (国)物質・材料研究機構）、八瀬清志博士（物理／ (国)産業技術総合研究所）

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）、／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）、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）、戸井基道博士（バイオ・脳科学／(国)産業技術総合研究所）、小林正美博士（物理・
電気化学／筑波大学准教授）、鈴木義和博士（化学／筑波大学准教授）、野本淳一博士（応用物理／ (国)産業技術総合
研究所）
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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
オーラルプレゼンテーションでは、事前審査を通過した上位8チームが、10分間の持ち時間を
使い、プレゼンテーション発表しました。今年度も海外チームの選出もあり、例年以上にハイ
レベルな発表内容となりました。緊張感溢れる空気感の中、各チームは発表後に審査委員から
実験経過や困難な結果の導き出し方に対する質問や感想、さらに今後の課題につながるアドバ
イスをされました。
「なぜそのアイデアを思いついたのか」
「なぜそのアイデアを掘り下げよう
と思ったのか」など、研究者そして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
るかも審査のポイントになりました。
（敬称略）
創意指向賞

『線虫（Ｃ.elegans）の紫外線学習の発見と神経メカニズムの解明
〜イソアミルアルコール学習との比較〜』
茗溪学園高等学校／小澤 一毅
審査員コメント：この審査結果は、審査委員全員のディスカッションによって満場一致で決まりました。線虫というユ
ニークな生物を使って、
「紫外線学習の発見と神経メカニズムの解明」という新しい発見をし、これらを通じて今後は
人の脳の機能に関しての新しい発見につながっていくのではないか、という部分が非常に将来に期待できるなと思い
ました。この研究はもう少し磨けば、国際誌に論文が掲載されるレベルじゃないかと思うので、そのレベルまでさら
に磨きをかけて、頑張っていただければと思います。みなさんの努力もあるかと思いますが、指導教官の懸命な指導
のおかげもあるかと思いますので、関わったすべての方々に向けて、本当におめでとうございます。
（西村博士）

探求指向賞

『50年後の熊本は・
・
・。〜珪藻・花粉分析からの海水準変動〜』
熊本県立天草高等学校／山下 鮎人
審査員コメント：受賞おめでとうございます。この研究は熊本県の天草の島全体を温度変化や降水量、塩分など非常に丁
寧に探究していました。ここまできちんと調べれた研究は過去にはありませんでした。海のことに関しては珪藻の分析を
行い、陸のことに関しては花粉の分析をされていました。こちらは一部外注された部分もありましたが、そのほかの部分
はご自分たちで細かく研究していました。そしてその結果、54年度には海水が34.7上昇すると予測し、温暖化から天草
を守るための第一歩が踏み出せたと思います。願わくは、今回の天草をモデルにした研究を日本全土に広げられたら素
晴らしいものになるかもしれないので、この成果をまとめて、ぜひ論文にしていただきたいです。
（太田博士）

未来指向賞

『エンドファイトで農業革命！ソバ栽培における施肥削減技術の開発』
山形県立村山産業高等学校／笹原 悠馨
審査員コメント：山形県立村山産業高等学校の皆さんは毎年つくばScience Edgeに研究を持ってきてくれています。
きっと指導してくださる先生方も熱心に指導されているのかなと想像します。今回の発表内容は、きちんと科学的な手
順を踏み、ちゃんとソバに感染し、その効果がどうなっているのかという研究をされていました。私自身も稲の品種改良
をしていますが、良い結果が出ると非常に喜んでしまいがちですが、それを広い地域や毎年農作をしてみると、なかなか
極大値にならず平均値になってしまいます。しかし、皆さんが選んだエンドファイトは確かに感染力があると思いますの
で、さまざまな地域や土で何年か実際に農作をしてみて、良ければ普及するようにしたらいいかなと思います。本当によ
く頑張りました、おめでとうございます。
（丸山博士）

審査委員特別賞 『始祖鳥はどのように離陸したか ―各部位の製作から進化の意味を問う−』
新田青雲中等教育学校／菊池 利久

審査員コメント：受賞おめでとうございます。もともとオーラルプレゼンテーションでは、3つの賞を用意していたので
すが、その3つの賞にふさわしい発表があり、しかしもう一つこのテーマを表彰したいということで審査委員特別賞に
選びました。このテーマは、多くのことを含んだ非常に大きなテーマです。だからなかなか精密に研究を進めていくこ
とは非常に困難ですが、そこに果敢にチャレンジしたその姿勢と持続して探求していった点が評価のポイントになり
ました。色んなことを考えないといけないテーマで科学的にはもう少し詰めないといけないなと感じる部分が随所に
ありますが、今後もその意欲を持続してさまざまなテーマにチャレンジしてほしいと思います。
（宮崎博士）

【賞品】
●表彰状 ●クリスタルトロフィー ●双眼鏡（株式会社 ビクセン提供）●ナイスギフト ※オーラルプレゼンテーション3賞（創意指
向賞・探求指向賞・未来指向賞）の受賞校には、7/26-29開催「グローバルリンクシンガポール2019」へ代表者1名をご招待
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参加校一覧

学校・チーム名

テーマ

山形県立村山産業高等学校 エンドファイトで農業革命！
ソバ栽培における施肥削減技術の開発
＜未来指向賞＞

ページ

07

新田青雲中等教育学校
＜審査委員特別賞＞

始祖鳥はどのように離陸したか
―各部位の製作から進化の意味を問う−

07

Taipei Fuhsing
Private School

Use mathematical model to explain
the relationship between Pepper's illusion
and 3D holographic projection

08

大阪府立長野北高等学校

大阪湾を豊かにするための石仏鉱泉活用法

08

熊本県立天草高等学校
＜探求指向賞＞

50年後の熊本は・・・。
〜珪藻・花粉分析からの海水準変動〜

09

開成中学校
＜創意指向賞＞

線虫
（Ｃ.elegans）
の紫外線学習の発見と
神経メカニズムの解明
〜イソアミルアルコール学習との比較〜

09

茗溪学園高等学校

Create a sustainable agriculture techniques :
Bionic Flowerpot

10

Elucidation for a novel deposition in
Ichikawa Gakuen
iodo-starch reaction and its application
Ichikawa High School
as a medicine

10

オーラルプレゼンテーションでは、審査委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
は審査委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もかなり踏み込んだ質問もしていきます。まさに研究者同士の
会話となり、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、質問意図を汲み取り、資料の中だけでは説明しきれなかった研究過程
などをしっかり説明していました。
また、年々と発表のレベルが上がり、今年も「審査委員特別賞」が発表され、審査委
員を悩ます大接戦の結果となりました。
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山形県立村山産業高等学校

発表者／笹原悠馨

エンドファイトで農業革命！
ソバ栽培における施肥削減技術の開発
エンドファイトを本校の校地内土壌から単離し、学校があ
る山形県村山地方の特産物であるソバを対象として農業利
用が可能かどうかを評価するとともに、野外条件でも有効か
どうかを検証するための研究。
Summary

まず、トラップ培養によるエンドファイトの単離ために土
壌を採取し滅菌した赤玉土を入れ 30 日間栽培した。収穫は、
土壌から植物体を取り出し根部と地上部を切り分け測定し

トラップ培養によるエンドファイトの単離では、約100 種

た。その後、クリーンベンチ内において、植物の根を0.05%

類の菌株を得た。そして、ポット条件におけるソバに接種し、

の界面活性剤において洗浄し、１週間程度、30℃の条件で

生育促進効果を評価した。さらに野外における接種試験にお

培 養 した。次 に 滅 菌 した 赤 玉 土を 紙 製 容 器 に 入 れ た。

いては、ソバの発芽後に液体培養した菌液を用いて接種する

F.esculentum の種子を表面殺菌し、単離菌株の評価の実

という結果を発見した。今後はGCF4AやTAF1B がどのよう

験を行った。その後、液体の PDA 培地を1L作製し、その中

な微生物種であるかを同定し、ソバの生育促進効果について

で単離菌株を培養を行った。

影響するメカニズムを明らかにしていきたい。

山形県立村山産業高等学校

〒951 -0011

山形県村山市楯岡北町1丁目3-1

新田青雲中等教育学校

発表者／菊池利久

始祖鳥はどのように離陸したか
―各部位の製作から進化の意味を問う−
１億５千年前ごろに生息していた始祖鳥はどのように飛
び、どのように離陸したのか。またなぜ絶滅したのか。学者
の間でも意見が分かれる始祖鳥の生態や進化についての問
題を追求したいという背景から、始祖鳥の化石から推測した
Summary

骨格を製作し、始祖鳥の離陸、飛翔の可能性を究明する。そ
して始祖鳥全滅の理由を通して、生物の進化の意味を考察
し、人類絶滅の回避に役立てるための研究。
実験では、まずベルリン化石標本を使用し始祖鳥の実際の
骨格製作をした。次に動力がモータである始祖鳥ロボットの

袋で製作した。
結果、始祖鳥は、多機能（尾羽根・主翼・足の形状、歯、

製作し、尻尾の動きのメカニズムを調べた。その結果、始祖

主翼のつめなど）の進化を温存させながら、低空・陸上・低

鳥は、主翼と尾を巧みに動かしているうちに羽根が発生し、

木を生活戦略の場として、数千万年生きてきたと考える。

尾羽になり離陸できるように進化したと考えられた。最後に、
羽根を動かしている際にあおりによる推進力を受けているこ
新田青雲中等教育学校

07

とに気付き、始祖鳥の胴体をストローにし、羽根を薄いレジ

〒791-8026

愛媛県松山市山西町600-1

今後は、始祖鳥のロボットを改良し、現生生物で飛んでい
るものをモデルとした飛行物体の開発をしたい。

Taipei Fuhsing Private School

発表者／ Chien-Te Hsu

Use mathematical model to explain the relationship between
Pepper's illusion and 3D holographic projection
数学モデルを用いたペッパーのイリュージョンと
3Dホログラフィック投影の関係の説明

三次元（3D）投影は、ディスプレイやテレビの業界で用い
られる新しい技術である。インターネット上にも単純な材料
を用いた３Ｄホログラフィック投影の方法が紹介されている
が、我々は、これが真のホログラフィではなく、平面レンズを
Summary

用いて特定の角度で立体投影 するペッパーズ・ゴーストで
あることを見出した。ペッパーズ・ゴーストの原理は、点灯・
消灯、暗さ、および特定の角度にしたガラスを用いるイリュー

シミュレーションと良く近似し、作成した数学モデルで実験

ジョンの作成であるが、現在この現象を説明する数学モデル

結果が完全に説明できた。
レーザーポインターを用いた実験でも、様々なレーザース

がない。本研究では、ペッパーのイリュージョンを、実験と数

ポットの結像とレンズの角度の関係について、測定結果と理

学的理論モデルで検討した。
スマートフォンの画面上でのペッパーのイリュージョンを用

論モデルがよく一致し、結像を得るには、投影画面の角度が

いたホログラフィック投影において、画面の幅と生成した結

最小角28.15度と最大角 84.21度の間にあることが必要で

像の高さおよび角度の関係の測定結果は、理論モデルによる

あった。

Taipei Fuhsing Private School

No. 262號, Section 1, Dunhua South Road, Da

an District, Taipei City, 台湾 106

大阪府立長野北高等学校

発表者／清水 大河

大阪湾を豊かにするための
石仏鉱泉の活用法
大阪湾等の日本近海は貧栄養状態になり植物プランクトン
や海藻が減少した事で漁獲量が急減している状況にある。本
研究の目的は漁獲量の向上のためにこの大阪湾をバランスの
とれた豊かな海にすることを目的とした研究。
Summary

まずは石仏鉱泉自体の含む鉄の量を原子吸光光度計で測
定した。次に腐葉土内のフルボ酸とフルボ酸標準溶液が同じ
構造かを調べるために三次元蛍光分光光度計で測定した。
そして、陰イオン交換樹脂 (Dowex 1×8) にフルボ酸鉄を吸
着させ，1 M 塩酸で溶離し，原子吸光光度計で測定した。最
後にフルボ酸鉄で本当に植物プランクトンが増えるかを確か

市南部でも湧出している事がわかった。

めるために，大阪湾堺市南港の海水を入れた水槽へ 8日間フ

今後はさらなる鉱泉の分布調査や海まで形成したフルボ酸

ルボ酸鉄を添加する水槽実験を行った。その結果、石仏鉱泉

鉄が供給されるかどうかの調査、フルボ酸を効率的に湧出地

のような鉱泉は南河内地方だけでなく北摂の吹田市や和泉

点へ供給する方法等の実用化に向けた研究行っていく。

大阪府立長野北高等学校 〒586-0008

大阪府河内長野市木戸東町3-1
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熊本県立天草高等学校

発表者／山下 鮎人

50年後の熊本は・・・。
〜珪藻・花粉分析からの海水準変動〜
私たちの住む天草は近年、地球温暖化による海水温の上
昇により、サンゴの白化や南からの生物の流入など海の変化
が発生している。過去の有明海周辺の海水準変動の結果か
ら将来の海水準変動を予測し、温暖化から天草を守るため
Summary

に、天草における過去の海水準変動の解明や50 年後天草を
含む有明海周辺の海水準変動の未来予測するために行った

史の調査それぞれで得られた結果を複合的に考察すると天

研究。

草の環境変遷が分かった。そして、砂浜には波を弱める効果

実験は、珪藻分析では1試料200 個体鑑定し、塩分濃度を

があるが、この効果が少なくなり被害が大きくなることが予

算出した。珪藻分析では塩分濃度、海水準変動など過去の

想される。また、過去にも発生している大雨による土砂災害

水域環境を明らかにした。花粉分析ではマツを除く木本類

が多発すると予測できると未来予測ができた。

200 個体を鑑定し、モダンアナログ法で気温と降水量を算出

今後は、気温と海水面の上昇の数値的関係を詳細にし、海面

した。花粉分析では、古気温、降水量などの過去の陸域環境

上昇が問題になっている国々の環境予測に生かしていきた

を明らかにした。その結果、珪藻分析、花粉分析、天草の歴

い。

熊本県立天草高等学校 〒863-0003

熊本県天草市本渡町本渡557

開成中学校

発表者／久保宮 玲於奈

Enterobacter属の水素発酵過程おける
電極呼吸代謝の発見とその応用
世界中いたるところに存在する廃棄物系バイオマス（生ご
み等）を未利用のエネルギー源として、直接かつ個人で資源
化できれば、エネルギー問題の解決に向け、途上国や災害地、
エネルギーの乏しい遠隔地など世界規模での貢献につなが
Summary

るのではないかと考え、行った研究。
バイオ水素エナジーユニットの開発のため、2 年以上にわ
たり、5,000を超える観測データの収集のため、5つの実験
を中心に行った。
①バイオマスの水素発酵、
②常温での水素吸蔵試験、
③資源

ンクにより、可搬型バイオ水素エナジーユニットの試作品を

の乏しい環境でのバクテリア発電、
④発酵と発電を利用した

完成できた。

エネルギーシステムの試作、
⑤イオン交換樹脂および水素化

今後は、微小電力で動作するセンサーや簡易医療器具など

マグネシウムを使った改良。その結果、弱塩基性陰イオン交

にも給電し、途上国や資源が限られた遠隔地での医療上の

換樹脂を使ったpH 調整フィルターとMgH2を使った水素タ

診断や検査、モニターなどに寄与できるようにしたい。

開成中学校
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〒116-0013

東京都荒川区西日暮里4丁目2-4

茗溪学園高等学校

発表者／小澤 一毅

線虫(C.elegans)の紫外線学習の
発見と神経メカニズムの解明
線虫 (C.elegans) は神経細胞がわずか 302 個しかなく、
以前からモデル生物として様々な研究がされてきた生物で
ある。先行研究では、神経回路は解明されていない。また
光を学習するという研究は存在しない。そこで紫外線に対
Summary

する学習について明らかにし、ISO の学習と比較しながら
神経メカニズムを考察するために行った研究。
通常個 体と 3 種 類の変 異体を使って、イソアミルアル
コール (ISO) に対する学習の実験を行った。計測した匹数

学習に関わっている 神経が別であることや、上流の神経で
記憶の保持などが行われている可能性が示唆された。よっ
て、ISO のエサ学習を発見した。

から化学走性指数を算出 した。次に ISO と同じく、通常の

今後は、この研究はアルツハイマー病などの原因解明に

個体と 3 種類の変異体を使って、紫外線 (UV) に対する学

役立つ可能性があるので、更に神経回路を細かく解析した

習の実験を行い、こちらも計測した匹数から化学走性指数

い。また紫外線を学習することでどのような生物学的利 点

を算出した。結果、線虫は、ISO の学習と飢 餓学習に関わっ

があるのかを、行動応答や発生段階別でのちがいを調べて

ている神経回路を解明した。これにより、それぞれ 2 つの

結果を示したい。

茗溪学園高等学校

〒305-8502

茨城県つくば市稲荷前1-1

Ichikawa Gakuen Ichikawa High School

発表者／ Luzi Zheng

Elucidation for a novel deposition in iodo-starch reaction
and its application as a medicine
ヨードデンプン反応における新奇な析出物の解明とその医薬品への応用

ヨウ素は強力な酸化剤で、消臭剤や殺菌剤に用いられる
が、人体に有害である。化学反応を弱めて効果を持続させる
には、ヨウ素を無害物質で包むことが望ましい。本研究では、
電解質によるヨウ素‒デンプン反応生成物の析出という新現
Summary

象を見出し、その反応メカニズムを調べた。また、この現象
の医薬品産業への応用を目指し、析出物の酸化能が裸のヨ
ウ素より弱いかどうかを調べた。
析出物形成の原因は、塩析に必要な量より少量の電解液

ウ素の代わりに硫酸イオンが含まれている場合も多かった。

で析出したことから、凝固であることがわかった。析出物の

このことから、親水性コロイドのデンプンの水酸基に硫酸イ

錯体は、電気泳動で負極方向に泳動したことから、表面が正

オンが結合して疎水性になったと考えられる。ビタミンＣの

に荷電しており、凝固の間にアニオンが錯体に結合したと考

酸化反応にかかる時間は、ヨウ素のみと較べ、ヨウ素‒デン

えられた。デンプンのらせん1回転あたり１分子のヨウ素が

プン溶液では 3.5 倍、ヨウ素‒デンプン析出物溶液では 8.3

含まれ、それにより青色の電荷移動錯体が形成されるが、ヨ

倍で、錯体形成により酸化能が弱くなったことがわかった。

Ichikawa Gakuen Ichikawa High School

〒272-0816 千葉県市川市本北方2丁目38-1
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オーラルプレゼンテーション
Interview
創意指向賞

NAME 茗溪学園高等学校 / 小澤 一毅
今回の発表は賞を取るという気持ちより、この「つくばScience
Edge」の会場にいる皆さんに理解してもらえるように工夫した
ので、それができていたらよかったなと思っています。研究過程
は、地味な作業もあり、大変だなと思う部分もありましたが、目
標をしっかり持って、その完成イメージを頭に浮かべながらやる
ことができたので、とても前向きに取り組めました。今後こうし
たコンテストに出たいと思っている人がいたら、自分が好きな研
究を伝えようと思う気持ちを大事にすると、結果もついてくると
思います。

探求指向賞

NAME 熊本県立天草高等学校 / 山下 鮎人
ディスカッションの時間で少し言葉が出てこないときがあったの
ですが、事前に「ここは突っ込まれるかな」と自分たちでも懸念
していた部分だったので、審査委員の方々はやっぱり鋭いなと痛
感しました。終わったあとはダメだったと思ったのですが、賞が
とれて相当嬉しかったです。苦労した点は、自分たちの研究テー
マは独自性があり、理解してもらうのが難しい箇所もあるので、
それをどうわかりやすく時間内に収めるか、という点は最後の最
後まで本当に試行錯誤しました。今後は自分たちの研究を日本
だけじゃなく、世界にもひろげていけたらいいなと思っています。

未来指向賞

NAME 山形県立村山産業高等学校 / 笹原 悠馨
賞を取れて、嬉しいし、信じられないし、とにかくびっくりしてい
ます。研究過程では、とにかく単純作業が多く、また一つの試験
が終わるまで時間が掛かるので、その部分はとても大変だった
なと思います。今後はソバしかまだ研究していないので、ソバに
加えてさまざまな植物を研究してみたいなと思います。
「つくばScience Edge」は出るだけで評価をもらえるので、経験
や自信になるかなと思います。ぜひ迷っている人がいたら挑戦し
てほしいです。
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ポスターセッション

ル
ー

（英語・日本語）

Good job シ

今年のポスターセッションは全304チームで過去最高の参加となりまし
た。そのうち英語ポスターは56チームおり、台湾やタイ、フィリピン、モ
ンゴル、ミャンマー、香港から参加しました。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4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。さらに今年
から生徒同士も評価し合える Good job シールも導入しました。
【英語部門】
Characteristics of giromill propellers 〜how can shapes
aﬀect eﬃciency〜
Mita International Highschool ／ Asuka Shiotani
The eﬀects of saccharides on the setting of cement
KEIMEI GAKUEN junior and senior high school ／ Mei Inoue
NANOCELLULOSE FROM Ananas comosus (PINEAPPLE) LEAF
FIBER (PALF) CROSS-LINKED WITH CHITOSAN FROM SHRIMP
AND CRAB EXOSKELETON AS HYDROGEL COMPOSITES FOR
In vitro DRUG RELEASE OF METFORMIN HYDROCHLORIDE
Philippine Science High School Southern Mindanao Campus
／ Miguel Francisco U. Rizon
【審査員特別賞】
●The function of the auricular lobes and the goblet eyes of planarian
Kanagawa Prefectural Yaei High School ／ Atsuo Hayashi
●Using Bubble Film to research Dragonﬂy how to ﬂies
Taipei Municipal LiShan High School ／ Chieh-Jou Lin

【日本語ポスター】
洗口液の歯周病菌におよぼす殺菌効果
山村学園 山村国際高等学校 生物部／松本 幸祐
ポイ捨ての改善に資する自律式移動型ごみ箱
東京工業大学附属科学技術高等学校／小吹文貴
スゴはや 2 プロジェクト
―スゴロクを通じた体感による科学技術コミュニケーション
東京工業大学附属科学技術高等学校／久保 公貴
【賞品】
●表彰状 ●クリスタルトロフィー ●オリジナル置き時計 ●ナイスギフト
※英語ポスターセッション1位受賞校には、7/26-29開催「グローバルリンクシンガポール2019」へ代表者1名をご招待
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ポスターセッション

英語ポスターセッション発表チーム一覧

School

Name

Title

Atsuo Hayashi

The function of the auricular lobes and the goblet eyes of planarian

Kaho Sakuma

Diﬀerentiation of Temperature-and-Chemically Induced Oxidation Within the
Banana Peel.

Aoi Takeda

An attempt to make the tissue transparent in amphibia

Yoshiki Ishizawa

Study of the reproductive condition of Marbled Crayﬁsh (procambarus fallax
forma virginalis)

yuko onuma

Attempt to reduce health damage caused by pollution of drinking water in Africa.

山村学園 山村国際高等学校 生物部

Ichika Arai

Functionality of Manuka Honey as Observed through Ulcerative Colitis Model
Mouse

順天中学高等学校

Yamano Kotaro

Do dragonﬂies show spatial awareness?

Akita senior high school

Toko Shibata

Analysis of the structures that perfume citral inhibits gene mutation

Ayeyarwaddy International School

Htet Hnin Ye Win

A study of a rare genetic disorder - Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS)

Ayeyarwaddy International School

Shoon Lae Myint
Han

Depression Treatment

Akane Saito

Moss eating stone 〜 Moss eating helps humanity 〜

Moe Sato

Cyanobacteria living in fresh water, which contribute to the supply of dissolved
iron from the land to the sea.

Kasumigaoka Senior High School

Hong Inpyo

About

New Era International school of
Mongolia

LKHAGVASUREN
AZBILEG

Taipei Municial LiShan High School

TZU-YU CHEN

Evolutionary strategies of diﬀerent leaf phyllotaxis growth patterns in plants

Taipei Municipal Lishman High
School

Yun Chung

Let Microorganisms Help Us to Clean the Urinal

The Jockey Club Eduyoung College

Chan Chak Hei

Brain Wave controlled exoskeleton Set-up

金 智善

Evaluating the Measurement of Stress Induced by Sleep Deprivation in
Teenagers Using Salivary Alpha-Amylase as a Stress Marker

Mei Inoue

The eﬀects of saccharides on the setting of cement

JHENG,BOSHENG

Infrared acceleration measurer

Ryota Iizuka

Application of ion-exchange reaction in soil for desalination system.

Kido Moeko

Mpemba Eﬀect

Kurita Tomoe

Adsorption Research 〜 The Adsorption and Dissolving of Fat by Bioremediation 〜

Kanagawa Prefectural Yaei High
School
Tokyo Gakugei University International
Secondary School
Yamagata prefectural Yamagata east
senior high school
Yamagata Prefectural Yamagata East
Senior High School
Yamagata Prefectural Yamagata East
Senior High School

Houei Gakuen Miyakonojo Higashi
High School
Hyogo Prefectural Kakogawa Higashi
High School

Tokyo Metropolitan Kokusai High
School
KEIMEI GAKUEN junior and senior
high school
Taipei Municipal Nai-Hu Vocational
High school
Tokyo Metropolitan Tama High School
of Science and Technology
Fukuoka Prefectural Kasumigaoka
High School
Fukuoka Prefectural Kasumigaoka
High School
Fukuoka Prefectural Kasumigaoka
High School
Fukushima Aizu Gakuho Senior High
School
Kasumigaoka high school
Mahidol Wittayanusorn School
Mahidol Wittayanusorn School
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Koji mold

Seabuckthorn is our choice

Yoshidome Haruka Mechanics coagulation
Improvement of the Photocatalytic Function 〜 Optimal Ratio of Titanium Oxide
× Zinc Oxide 〜
Freezing point depression of highly concentrated solutions -The inﬂuence of
Ayumi Tominaga
diﬀerences in solute molecule shapeEﬀect Of γ -aminobutyric acid (GABA) Treatment On The Post Harvest Quality
Sarita Kongmuang
Of Guava
Thitirat
Biodegradable ﬁlm-based sensor with red cabbage anthocyanins for detecting
Pittayachunnapong rotten foods.
Minami Hoshi

Nihon University Narashino High
School

Shuri Yanase

Pak Kau College

Cheung Ngai Ho

Pak Kau College

LAI Wai Kiu

Philippine Science High School
Southern Mindanao Campus

Miguel Francisco
U. Rizon

Qualied College

Ho Ka Lok

The investigation on the solubility of the toilet paper.

Rikkyo Ikebukuro Senior Highschool

Taisei
Shimabukuro

Improving the light intensity and light emission time of Peroxyoxalate ‒
Chemiluminescence - ﬁnale

Shibuya Senior High School

Nanako Asakura

Dual Filtering System in times of Disasters

Comparison of absorption spectrum of iodine in aromatic compounds.
Use ChemEye(APP) and Micro:bit to Improve the Performance of Simple
Colorimeter
An eﬃcient and low cost bio-adsorbent for the removal of heavy metals in waste
water: adsorption study of chitin and chitosan
NANOCELLULOSE FROM Ananas comosus (PINEAPPLE) LEAF FIBER (PALF)
CROSS-LINKED WITH CHITOSAN FROM SHRIMP AND CRAB EXOSKELETON
AS HYDROGEL COMPOSITES FOR In vitro DRUG RELEASE OF METFORMIN
HYDROCHLORIDE

School

Name

Title

Tokyo Metropolitan High School of
Science and Technology

Saki Hachinohe

Recovery of Tantalum from Tantalum Capacitor by a Pyrolysis Treatment

Kasumigaoka Prefectural High School Yutaro Yamabe

Statistical study of correlation between light color and students concentration

郁文館中学校

Yuku Uehara

The sound which is easy to hear in group and sound that easy to remember.

Pak Kau College

Majeed Hena

Barrier Free Home

Liao Tzu-Yu

Memory Glasses

王典爵
Wang,Tien-Chueh

Constructing an air muscle upper arm reinforcement learning model with DDPG

Shota Sakamaki

Blackboard Plotter :The New Way for Drawing Graphs

Ikeda Junior & Senior High School

Sumire Tanaka

Factors of the famine of Aomori in the Edo era viewed from the Hirosaki domain
diary

福岡県立香住丘高等学校
Fukuoka Prefectural Kasumigaoka
High School

村上 雄大
Yudai Murakami

Fluid Friction Reduction Study

Kota Sato

Improvement of the accuracy of visible light communication

Shun Takada

Stress-strain relation of rubber band

CHUANG,CHIHCHUN

Infrared acceleration measurer

Osugi Kensho

Research on solute diﬀusion of nonelectrolyte aqueous solutions

Taipei Municipal Nei-Hu Vocational
High School
Taipei Municipal Nei-Hu Vocational
High School
Yamagata prefectural Yamagata east
senior high school

Miyagi prefecture Sendaidaisan high
school
Sapporo Nihon University Senior High
School
Taipei Municipal Nei-Hu Vocational
High school
Fukuoka prefecture Kasumigaoka
High School Physics club
Mita International Highschool
三田国際学園高等学校

Asuka Shiotani
塩谷 明日香
CHENG-YAN
National Pingtung Senior High School
YANG

Characteristics of giromill propellers ˜how can shapes aﬀect eﬃciency˜
Bubble Membrane Shock Absorber

Taipei Municipal LiShan High School
& Taipei Municipal Nei-Hu Vocational CHEN,KUAN-WEI
High school

The research of the relationship between standing wave and crystal
crystallization in water

Taipei Municipal LiShan High School

Chieh-Jou Lin

Using Bubble Film to research Dragonﬂy how to ﬂies

Shoya Takeda

The eﬃciency of acrylic glass In ﬁber optics

Akemi Ichida

Bake white bread made from Thai and Japanese rice

Tokyo Metropolitan Kokusai High
School
Bunkyo Gakuin University Girls
Senior High School

National Pingtung Senior High School SU,BO-RUI

The impact that carbon black makes on water resistance

Sapporo Nihon University Senior High
Yuki Sato
School

Relationship between step length and walking speed using treadmill

「つくばScience Edge」で学んでほしい。追求し、解決を提示する力。
毎年参加校が増え、
今年は延べ1,649 名が
来場した
「つくば Science Edge2019」
。
オーラルプレゼンテーションとポスターセッ
ションで審査委員を務められた宮本博士に
お話しを伺った。
「毎年発表のレベルが上がっていて、
良いも
のがたくさんあって、
目移りしちゃって選ぶの
が本当に大変です。
英語ポスター発表では、
2 時間発表聞いて、
そのあと審査委員たちで
これって
『この分野でどうなの？』
と一つ一つ
議論しています。
重要視しているのは、
今の研究結果だけでな
く、
もう少し頑張るとさらに良くなる、
伸びし
ろがある、
という点まで見てあげないと。
彼ら
はまだ若いので、
これから10 年後 20 年後に
本物の研究者になっていくとした場合や会社

で働く技術者になっていった場合に、
ちゃん
と追求して解決を提示できる力を持てるよう
にする。
この
「つくばScience Edge」
がそうい
う助けになっていければと思いますね。
研究では、
色んな人の見方があり、
色んな人
の意見や考え方があります。
時には自分に
とって面白くない意見もあるかもしれない
が、
まず人の意見をよく聞くこと。
そしてその
意見を聞き、
可能な限り自分は応えられるか
という訓練が大事だと思います。
『どうして問
題を指摘してくるのか』
『どういう見方をして、
そういう意見が出てくるのか』
というように
視野を広げて対応していくことが、
研究者に
はとても大事だと思います。
また、
来年もたくさんの研究発表を見れるこ
とを楽しみにしています。
」

14

ポスターセッション
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日本語ポスター発表チーム一覧

学校名

名前

タイトル

郁文館高等学校

大山 星

ＥＭ団子の効果

郁文館夢学園

郁文館中学校

木村 千遥

ダンゴムシの回避行動

郁文館夢学園

郁文館中学校

鈴木 万葉

フトアゴヒゲトカゲの解剖

茨城県立水戸第二高等学校

宇留野 果琳

ニワトリ胚の発生初期の研究

茨城県立水戸第二高等学校

宇留野 沙彩

変形菌〜エサまでの最短距離〜

茨城県立水戸第二高等学校

梶田 瑞葵

UMAMI 〜うまみ物質に対するゾウリムシの個体数の変化〜

茨城県立水戸第二高等学校

大木 利華

組織別プロトプラストを使ったニンジンの再分化能の比較

茨城県立土浦第三高等学校

古垣 奎弥

水生生物の色別光走性

茨城県立土浦第三高等学校

浅野 舞琴

ヘマトコッカスの形態の変化について

浦和実業学園中学校・高等学校

岡本 国也

実験室に再現した生態系に雨を降らせる試み

浦和実業学園中学校・高等学校

三橋 芽依

光の照射でイワナの生存率を高めることができるのか

浦和実業学園中学校・高等学校

小川 莞生

外来種のカラドジョウは在来種のドジョウを絶滅に追いやるのか

浦和実業学園中学校・高等学校

川嶋 純太

シロギスの完全養殖

浦和実業学園中学校・高等学校

村松 大世

歩行中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

多比羅 帆夏

実験室内で自然環境を再現する試み

浦和実業学園中学校・高等学校

土屋 柊人

ヒラメ生産工場

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

平野 爽一郎

藻類の胞子はどのようにして着床するのか

浦和実業学園中学校・高等学校

和知 春陽

カエルの透明骨格標本の作成

株式会社リバネス

NEST プロジェクト 井出 樹男

砂漠環境におけるサツマイモ栽培

株式会社リバネス

NEST プロジェクト 戸塚 悠汰

ミドリムシの学習能力を探る

株式会社リバネス

NEST プロジェクト 三輪 一博

ストレスとヒト常在菌の相関に関する研究

株式会社リバネス

NEST プロジェクト 大谷 文乃

多葉のクローバーを作ろう〜世界ギネス記録に挑戦〜

株式会社リバネス

NEST プロジェクト 棚橋 一颯

ジャガイモの毒を安く簡単に判別できる方法の開発

宮城県仙台第三高等学校

馬渕 多恵

浄化センター処理水が広瀬川河川珪藻に与える影響

宮城県多賀城高等学校

阿部 美鈴

いのちとくらしを守る災害医療

宮城県多賀城高等学校

伊藤 凜

震災による植生への影響と環境要因の結びつき

宮城県多賀城高等学校

船山 遥斗

宮城県多賀城高校 Bursa. バスターズ Part2

宮城県多賀城高等学校

大江 透真

海藻類による環境評価と環境保全

広尾学園高等学校

古賀 美沙希

オートファジー阻害剤の Baﬁlomycin と Chloroquine はプラナリアの頭部形態異常を
引き起こす

広尾学園高等学校

白木翔子 / 伴真由子 プラナリアの全能性幹細胞の分類及び機能解析

江戸川学園取手高等学校

中野 日向子

暗条件における幼虫の摂食行動と成長について

佐野日本大学高等学校

石澤 奈那美

タブレット顕微鏡を作ろう

佐野日本大学高等学校

染田 昌哉

セミの生態〜セミが好む土地〜

埼玉県立熊谷西高等学校

難波 龍樹

チームアライグマ活動報告

作新学院高等学校

池田 睦

コーヒーを淹れてからの時間経過における香り成分の変化

学校名

名前

タイトル

三田国際学園高等学校

印居 蘭丸

自然と人間生活の調和

三田国際学園高等学校

横山 景星

フトカミキリ亜科成虫における頭部幕状骨の形質評価

三田国際学園高等学校

宮城 海鳴

プラナリアの増殖と記憶継承に適した飼育環境の比較

三田国際学園高等学校

香川 七海

タンパク質のアミノ酸変異と遺伝疾患の関係性

三田国際学園高等学校

今村 杏瑚

HHO ガスがさまざまな生物に与える影響について

三田国際学園高等学校

小松 明弘

糖 , 空気がザラミノヒトヨタケにおよぼす影響

三田国際学園高等学校

照岡 章弥

ザラミノヒトヨタケの子実体・胞子形成におけるバルプロ酸ナトリウムの含有率の違い
とその環境

三田国際学園高等学校

中村 杏

ポリエチレンテレフタラート (PET) を分解する微生物を人工的に作成する

三田国際学園高等学校

中村 百瑛

明治ミルクチョコレートの資化性を検討する

三田国際学園高等学校

田中 慎太郎

ミルクチョコ培地を使った食用キノコの子実体形成

三田国際学園高等学校

渡邉 佳乃子

カカオポリフェノールによるミドリムシの増殖変化実験

山口県立宇部高等学校

吉村 明矩

ヒシの種子はどのように運ばれるのか

山口県立宇部高等学校

村上 麻依

植物から飲み水を得ることができるのか

山村学園

山村国際高等学校

生物部

工藤 隼己

小型ペットボトル透明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

松本 幸祐

洗口液の歯周病菌におよぼす殺菌効果

市立札幌開成中等教育学校

柴田 絢

家庭にも環境にも超優しい除草剤

私立郁文館高等学校

西村 茜

ノロウイルスの感受性と血液型の相関について

私立作新学院高等学校

荒川 那由他

アボカドを用いた新規レクチンの探索

順天中学高等学校

山西 凛太郎

堆肥の発酵で温度差発電

順天中学高等学校

愛甲 晟大

納豆菌を用いた水質浄化

順天中学高等学校

伊藤 千晶

家庭でのシイタケ栽培方法

順天中学高等学校

黄海 日菜子

漢方薬で鎮痛剤を

順天中学高等学校

岡本 藍

交換性転向反応の個体間差

順天中学高等学校

山口 諒

ニホンウナギの細胞から核を取り出す

順天中学高等学校

山本

蜂蜜中のどの成分が抗菌性を示すのか

順天中学高等学校

小野琴音

チョコレートと油脂の関係について

順天中学高等学校

清水 麻由

ガラクトースを分解する乳酸菌の探索

順天中学高等学校

赤田 恵理

マヌカハニーに含まれるメチルグリオキサール (MGO) の生成機構の解明

順天中学高等学校

池部 璃奈

乳酸菌はなぜニンニクと共存できるのか

順天中学高等学校

田村 海人

生卵の菌と食中毒の関係性

順天中学高等学校

八田 菜月

銀イオンの抗菌性の原理

順天中学高等学校

矢作 浩太郎

ネギ科の抗菌性

常総学院中学校

中野 陽

キャベツの葉の鮮度によるモンシロチョウの幼虫の嗜好について

神奈川県立弥栄高等学校

奥野 涼平

ドクターフィッシュの生態について

成城中学校

関口 隆一郎

成城中学校

栗田 樹

美生

快適な睡眠と音楽の関係性
〜入眠障害を持つ現代人に最も適した睡眠導入音楽はなにか〜
フクロウの輸入ペリットの解剖
〜フクロウを頂点とする食物連鎖は、なぜ食物網と呼ばれるほど広いのか？〜
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学校名

名前

タイトル

前橋市立第三中学校

横山智樹

ショウジョウソウはなぜ葉を赤く変化させるのか

早稲田大学高等学院

髙木大輝

モデル生物「プラナリア」における生態学的研究

大妻嵐山中学校・高等学校

橋本 カリッサ

ハエトリソウの消化について

大妻嵐山中学校・高等学校

神宮寺 光

ハムスターの色彩

大妻嵐山中学校・高等学校

菅野 結友

ハイポネックスによる野菜の成長速度

大妻嵐山中学校・高等学校

簗取 寿波

ジギソウにおける熱の伝わり方

大妻嵐山中学校・高等学校

加賀田 栞里

マイハギの旋回運動と音の関係性

大妻嵐山中学校・高等学校

正木 利朋

ハエトリソウの研究

大妻嵐山中学校・高等学校

平尾 夏穂

魚の定位行動による視覚の相違

大妻嵐山中学校・高等学校

齋藤 楓華

ウミホタルの発光条件

東京大学教育学部附属中等教育学校

石黒 利奈

ポトスの水根が伸びる条件とは

福岡県立明善高等学校

山下 晃

メダカと光

宝仙学園高等学校

吉松 拓海

ミジンコは寂しがりなのか

杉原 健斗

謎多き生物 !? クマムシに迫る !

宝仙学園中学校

理数インター

〜ミジンコの個体数の変化〜

宝仙学園中学高等学校

理数インター

星澤 麟太郎

納豆を作ろう

宝仙学園中学高等学校

理数インター

苗村 香奈子

三種のカエルの生存戦略

愛媛県立今治西高等学校

山田 宗草

耐塩性・好塩性細菌の増殖の最適条件を探る

愛媛県立今治西高等学校

本宮 絹華

ハリガネムシの生態の解明を目指して

育英西中学校・高等学校

糸井 梨華

視覚と味覚の関係について

茨城県立水戸第二高等学校

小野 陽子

陽だまりと布団

宮城県宮城第一高等学校

青田 夏実

世界初 !? ヤドカリの人工生殖を目指す ! 〜生殖細胞からひも解く〜

宮城県仙台第三高等学校

菅原 すみれ

胞子で増えるスギナ

群馬県立太田女子高等学校

山澤 音穂

ミルクティーの可能性

佐野日本大学高等学校

小川 知宏

ナミウズムシの生息分布と水質の関係

三田国際学園高等学校

佐藤 美結

ミドリムシが植物に与える影響について

三田国際学園高等学校

大場 愛斗

新規抗生物質を生産する微生物の探索

山形県立村山産業高等学校

矢作 舞初

やまがた発 サトイモ超促成栽培の実現！
〜１年中、サトイモ収穫を目指して！〜

今井 柚貴

２型糖尿病モデルマウスによるインスリン抵抗性の改善

静岡県立掛川西高等学校

須山 杏友莉

蛍光標識プライマーを用いた茶の系統解析

静岡県立掛川西高校

冨田 敦幹

ゲンジボタルの分布境界付近に見られるミトコンドリア ND5 遺伝子多型と発光行動

静岡県立掛川西高等学校

杉山 賢大

核 DNA の ITS1 領域の塩基配列から見るハグロトンボの地域性

静岡県立静岡高等学校

竹内 希海

モリアオガエルの繁殖生態調査と成長・体色に関する室内実験

早稲田大学高等学院

谷口 広晃

超軽量・柔軟な導電性高分子ナノシートを用いた植物生体電位の測定

帝塚山学院高等学校

永井 佑季

カイコのカラーまゆ

東京大学教育学部附属中等教育学校

奥山 映美

音楽の種類がマウスの行動に変化を与えるか

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

山村学園

17

理数インター

〜最適な産卵条件とは〜

山村国際高等学校

生物部

〜太陽光と紫外線ライトの殺菌力の違い〜

〜「つくし」はじっと春を待つ〜

学校名

名前

タイトル

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

白川 怜

コオロギの求愛行動

東京都立小石川中等教育学校

川端 倫太朗

クサガメの採餌行動における感覚の利用

東京都立小石川中等教育学校

太田 紫菫

二ホンアマガエルの体色変化について

東京都立大島国際高等学校

中條 祐介

コガタペンギンはなぜクラゲを食べるのか。

東京農業大学第二高等学校

上杉 玲

γポリグルタミン酸の研究
〜クラゲと納豆のネバネバ比較から今後の活用へ〜

千代田区立九段中等教育学校

荒井 直耕

ミミズの行動と土壌の関係

茨城県立水戸第二高等学校

吉井 万里奈

溶液中の金属による無電解メッキ

茨城県立水戸第二高等学校

吉田 音羽

シクロデキストリンの包接作用について

茨城県立水戸第二高等学校

寺門 真依

Chemistry of Fragrance

茨城県立水戸第二高等学校

浅野 理子

虹の結晶

茨城高等学校

足立 悠真

エントロピーの研究

宮城県多賀城高等学校

佐藤 美咲

土壌中の窒素化合物濃度測定による津波被災地域の一考察

埼玉県立熊谷西高等学校

新井 裕樹

逆ミセル法による硫化亜鉛の生成

桜丘高等学校

山﨑 優実

土壌汚染による植物育成への影響

桜丘高等学校

平野 在大

環境に与える酸性雨の被害

桜丘高等学校

林 久乃

植物に対する塩と金属による影響

山口県立宇部高等学校

川辺 葉音

姿をかえるミョウバン結晶

市川学園市川高等学校

小寺 梨央

香りの広がる世界へ

私立茨城高等学校

鬼澤 麻美

逆滴定を用いた肥料中窒素の定量

私立茨城高校，私立茨城中学校

坂本 莉奈

固定化微生物によるアルコール発酵の研究（第４報）

私立茨城高等学校

藤澤 怜奈

透明コーラの中和滴定

私立茨城高等学校

藁谷 帆乃花

セルロース分解菌スクリーニング（第 2 報）

私立茨城中学校

森田 珠莉

タンタル板を用いた人工光合成の研究

順天高等学校

北 健三郎

土壌による低コストの排水処理

順天中学高等学校

浦川 安佳里

有機溶媒を分解する菌・物質を探す

順天中学高等学校

中本 彩花

紅茶の効能について

城西大学附属城西高等学校

柿沼 伶

メントスカイザー‐ 最強のメントスカイザーを発生させるには？‐

城西大学附属城西高等学校

栗原 莉子

主婦と OL にやさしい洗濯実験

城西大学附属城西高等学校

山下 太誠

城西大学附属城西高等学校

川野結花

飲み物はなぜ透明にできるの？

神奈川県立弥栄高等学校

池田 七海

岩絵具と固着材の関係について

神奈川県立弥栄高等学校

芳賀 さやか

輝く青銅鏡を求めて 〜焼きなまし処理の効果について〜

千葉県立千葉工業高等学校

糸日谷 龍

色ガラス及び蛍光ガラスの作製

大妻嵐山中学校・高等学校

三好 慶奈

Lip、Tint の変化と成分について

大妻嵐山中学校・高等学校

田幡 未来乃

フリクションについて

〜結晶成長のプロセスを探る〜

「噛む」ことで暗記力は上がるのか
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学校名

名前

タイトル

帝塚山学院高等学校

新谷 沙也加

人が好む香り

帝塚山学院高等学校

白木 穂乃香

果物電池

東京都立科学技術高等学校

大口 莉奈

百合子さんへ。私たちからの提案。〜食品廃棄物の熱分解処理による可燃性ガス化〜

東京都立科学技術高等学校

鳥塚 萌海

続・南の島からゴミの島をなくせ‼ 〜添加物の違いによるプラスチックの熱分解の影響〜

東京都立多摩科学技術高等学校

吉野 はなみ

おいしい出汁をつくろう！！

東京都立多摩科学技術高等学校

幸田 沙和子

土壌による放射性物質の吸着

東京都立多摩科学技術高等学校

中野 斗憂矢

土壌のイオン交換能を用いた海水の淡水化

東京都立多摩科学技術高等学校

竜田 剛志

PET のケミカルリサイクル〜ペットボトルからテレフタル酸を取り出す〜

東京都立多摩科学技術高等学校

和田 桃華

おからの再生利用

日本大学習志野高等学校

村本 秀斗

異なるイオン液体を用いたリパーゼの酵素反応

福岡県立香住丘高等学校

後藤 絃心

酸化還元色素を介した糖類による発電

福岡大学附属大濠中学校・高等学校

鏡愛

フェノールフタレインと酸との反応

福岡大学附属大濠中学校・高等学校

江野 佳乃

フェノールフタレインを水溶性物質にする研究

立教池袋中学校

清水 悠盛

小麦粉スライムの作成

立教池袋中学校

大和 稔明

銅樹を回してみた

立教池袋中学校

東 拓優

バイオ燃料の作成

立教池袋中学校

藤田 寛興

カメレオンエマルションの謎

立教池袋中学校

日比 魁一

還元ビスマスで骸晶作り

立教池袋中学校

鈴木 海都

プラスチックを作ってみた

茨城県立水戸第二高等学校

高橋 美幸

金属葉〜有機溶媒境界面に形成される二次元金属結晶の研究〜

浦和実業学園中学校高等学校

大瀧 颯祐

光単一環境によるマダイの色揚げ効果

栄東中学校

嶌根 亮

火薬を肥料に！

私立淑徳与野高等学校

赤坂 成花

コンビニのおにぎりはなぜおいしいのか 〜うま味調味料（アミノ酸等）は添加すれば
するほどおいしいのか、添加により保存に関する悪影響はないのか〜

神奈川県立弥栄高等学校

杉田 統也

パン酵母型 BFC への糖新生の利用

千葉県立大原高等学校

鏑木 美優

ヨウ素時計反応の誘導時間を左右するもう一つの要素

帝塚山学院高等学校

藤原 泰子

プラスチック改革

東京学芸大学附属国際中等教育学校

マイケル 瑛美

日本大学習志野高等学校

雨宮 禅

ホルモール法による発酵食品中のアミノ酸量の研究

日本大学習志野高等学校

小澤 祐輝

保存可能な大きく美しい銅樹を作る研究

日本大学習志野高等学校

福田 一允

アルギン酸と pH の関係と廃液処理についての研究

茨城県立水戸第二高等学校

天谷 理香子

統計を利用した聴力の差が生まれる原因の分析

広尾学園高等学校

菊地 能乃

平行移動ｍのスーパー完全数で、ｍが６の倍数のときについて

市川学園

齋藤 夏乃

介護用立ち上がり動作補助椅子の開発 /Development of Aid-Chair for Nursing
Stand-Up Motion

順天中学高等学校

岸 優汰

AI の感情表現に関する新案について

順天中学高等学校

坂本 駿一

検索エンジンに組み込む 3D モデルの作成

順天中学高等学校

山田 蓮

拡張メルセンヌ数

市川高等学校

〜兵器が人々を救う〜

雑草の生命力の有効活用
（カフェインによるアレロパシー効果の実用化を目指して）

学校名

名前

タイトル

神奈川県立柏陽高等学校

関谷 俊祐

二酸化炭素濃度の可視化

神奈川県立弥栄高等学校

古川 颯柴

マインドストームを用いた自動机クリーナーの試作

神奈川県立弥栄高等学校

丹 隆介

Unity で 3D シューティングゲームを製作しよう

滝学園滝高等学校

藤岡 拓夢

水コンピュータ

東京工業大学附属科学技術高等学校

小吹 文貴

ポイ捨ての改善に資する自律式移動型ごみ箱

和歌山県立向陽高等学校

井上 実柚

南海トラフ巨大地震を想定した通信インフラの迅速な復旧

広尾学園高等学校

村田 有生喜

数理モデルと複雑ネットワークを用いた Twitter におけるマルチバースト型デマ拡散の
解析

市川学園市川高等学校

藤田 恭輔

チップ

市川学園市川高等学校

片岡 一路

スライド作成とプレゼンテーションの自動化

千葉県立船橋高等学校

西方 友哉

東京都立小石川中等教育学校

堀合 琉玖

傍心三角形

茨城県立水戸第二高等学校

阿部 成美

幻の水戸ガラス

熊本県立天草高等学校

有田 りこ

バーチャルリアリティー機器を活用した避難訓練

東京都立多摩科学技術高等学校

三木 悠登

火山灰土のアルミニウム除去と農業的利用価値の模索

東京都立多摩科学技術高等学校

朝日向 帆々子

校庭の土の活用方法

東京都立多摩科学技術高等学校

岡野 颯

雲と大気と夜間の明るさの関係

郁文館高等学校

佐藤 亜巳

ガウス加速器についての実験及び考察

郁文館高等学校

唐木 勇登

冬季五輪競技場の構造設計

茨城県立並木中等教育学校

島遼

凹面アイソレータを使った免震

岡山県立倉敷天城中学校

藤田 紗矢

廃熱を利用した熱音響エンジンによる発電装置の開発

沖縄県立球陽高等学校・球陽中学校

角田 至悠

レーザー光を用いたクント管内の定常波の可視化

for

JAPAN

〜日本にチップの習慣を〜

（各位の数 +1）の積及びその拡張

〜疑似的な夜間避難訓練の検証〜

学校法人池田学園 池田中学高等学校 木本 敦士

シラスの吸音性について

株式会社リバネス

NEST プロジェクト 後藤 響太

海洋汚染解決を目指すプラスチック回収ロボット制作

株式会社リバネス

NEST プロジェクト 浅野 凪

プラスチックゴミから海を守ろう！

宮城県多賀城高等学校

伊勢 太一

縦波と横波の速さの違いについて

広尾学園高等学校

小池 悠佳

日本海における対馬海流とダイオウイカの移動の関係 - 深海生物の生息分布予想に向
けて-

埼玉県立熊谷西高等学校

石黒 優士

人力ホバークラフトの製作（設計を主として）

三田国際学園高等学校

大井 亮

羽の形と落下時の回転の仕方の関係に迫る

市立札幌開成中等教育学校

竹下 佳希

風車の羽根の改良

順天中学高等学校

柴田 玲奈

物質の熱の伝わり方とダイラタンシー

順天中学高等学校

杉本 創太

紙飛行機について

順天中学高等学校

谷 葉子

声と感情の関係

順天中学高等学校

髙木 惇成

苦しみのないマスクの開発

城西大学附属城西高等学校

伊東 佑樹

乾電池の持ち時間の長短

城西大学附属城西高等学校

石戸 敬大

ラプンツェルの魔法の髪

神奈川県立横須賀高等学校

南井 りん

アクシオンは存在するか

両電池の特徴とは
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学校名

名前

タイトル

神奈川県立柏陽高等学校

脇保 碧

鉄道の回生電流を用いた省エネ走行の考察とモデル化 〜周波数と電流〜

神奈川県立弥栄高等学校

齊藤 綾斗

宇宙エレベーター

千葉県立千葉工業高等学校

池田 遼太

LEGO マインドストームを使用した宇宙エレベーターの研究

帝塚山学院高等学校

宮澤 舞衣

今後の水力発電の利用

帝塚山学院高等学校

湯田 佳李南

なぜブーメランは戻ってくるのか

東京都立科学技術高等学校

浅田 賀久

火星探査飛行機翼の研究
〜マグヌス効果・ウィングレットを利用した翼の開発〜

福岡県立香住丘高等学校

上野 雄輝

バスケットボールのネットの跳ね上がりのしくみ

宮城県仙台第三高等学校

千葉 渓

やじろべえ型受動歩行機はいかに歩くか

Sapporo Nihon University Senior
High School

Yushi Miyamoto

ネオジム磁石を用いた地磁気の測定

神奈川県立弥栄高等学校

坂田 美樹

動摩擦係数に影響を与える要因は何か？

東京大学教育学部中等教育学校

斎藤 碧

水ロケット先端と尾翼の風洞実験と振動実験

福島県立会津学鳳高等学校

原 英礼

ペロブスカイト太陽電池の I − V 曲線の形状改善にむけて〜正極板の変更実験

福島県立会津学鳳高等学校

眞田 啓嗣

ペロブスカイト太陽電池の研究

茗溪学園高等学校

島 遙香

伝統構法の構造技術と強度

郁文館高等学校

小原 未大

ブレインマシンインタフェースの可能性

郁文館高等学校

白崎 奎悟

自動運転技術における人工知能のもつべき判断基準の研究

茨城県立土浦第三高等学校

小野 涼介

木炭電池の高性能化を目指して

株式会社リバネス
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NEST プロジェクト 宮地 柚璃亜

〜 100 ｍ走破に向けた取り組み〜

〜ヒステリシスの原因を探る〜

組手の可能性

VR 動画を使った人の怖さと楽しさの違いに関する研究

桐蔭学園中等教育学校

小山 博樹

緑の屋上で横浜の水リスクを救え！

三田国際学園高等学校

本庄 英士

Identifying New Genes in Regenerating Newts

湘南学園高等学校

渡邉 輝

ウミガメセラピーの可能性を探る〜〜海洋環境保全への小さくて確な一歩

神奈川県立横須賀高等学校

芥川 優里子

防波堤の消波ブロックは地球が温暖化しても波に耐えるか

千代田区立九段中等教育学校

吉留 凛音

部屋干し洗濯物を早く乾かすには

前橋市立第三中学校

遠藤 龍

きゅうりはライバルの有無によって成長の仕方を変えている

滝学園

箕成 侑音

全自動黒板消し機

東京工業大学附属科学技術高等学校

久保 公貴

スゴはや 2 プロジェクト ―スゴロクを通じた体感による科学技術コミュニケーション

福岡県立香住丘高等学校

貞末 洋佑

最速のクロール泳法を追及する〜Ｓ字ストロークとＩ字ストローク〜

山形県立上山明新館高等学校

鈴木 李茉

育種年限の短縮を目指して

市立札幌開成中等教育学校

松本 健太郎

ミナカツ折りの特性と工業的応用の考察

文京学院大学女子高等学校

増本 雛乃

楽器トライアングルを十分に使いこなすための教本作り

兵庫県立加古川東高等学校

福嶋陸斗

河道掘削断面の多角的評価

滝高等学校

〜

伝承大豆の復活と品種育成

〜

ポスターセッション
Interview
英語部門
第1位

Mita International Highschool／Asuka Shiotani
まさか賞が獲れると思ってなかったので、とてもビックリしました。研究途中では、自分がやっていることは
本当に正しいのかと迷いもあったのですが、こうした賞をいただけて、私がやってきたことは間違ってなかっ
たんだなと自信を持つことができました。今後は今回の研究で培った考え方や精神力を活かして、新たに研
究を進めていきたいと思います。

第2位

KEIMEI GAKUEN junior and senior high school／Mei Inoue
今回は3位が獲れたらラッキーくらいにしか思っていなかったので、3位で名前が呼ばれなかったとき、すでに
諦めていたのですが、まさかその上の2位が獲れてただビックリしました。研究ではどうやったらデータが取れ
るのか、どうやったら再現性があるのかということがとても大変でした。しかし今回研究を通してわからなく
てとりあえずやってみる。やってみると必ずどこかに辿りつけるということを学んだので、これからもこの経験
を活かして、さらなる細かい研究に挑戦したいです。

第３位

Philippine Science High School Southern Mindanao Campus／Miguel Francisco U.Rizon
正直、賞を取れると思っていなかったので、今回このような光栄な結果になり非常にびっくりしました。今は
すでに卒業してしまったので、今後は大学で新しい研究テーマを探し、同じように研究に励んでいる人たちに
刺激を与えていきたいです。

日本語ポスター
第1位

山村学園 山村国際高等学校 生物部／松本 幸祐
まさか賞を取れると思わなかったので、すごく嬉しいです。
活舌が悪いので、はきはきと相手に自分の説明がきちんと伝えられるように気を付けました。
来年は受験があるので、参加は難しいですが、またこういう機会があったら参加したいです。

第2位

東京工業大学附属科学技術高等学校／小吹 文貴
今回の研究はゼロから作ったので、ダメだったこっちの道、またダメだったら違う道…と課題を達成するため
にどういうアプローチをすればいいかということを決めることが大変でした。途中で何度もくじけそうになっ
たのですが、一緒に研究をしているメンバーがいたので、励まし合って頑張ることができました。
これからは大学に進学し、別々の進路なので、今後は個人個人の研究になるので、もう少しいいカタチになる
ものが作れたらなと思っています。

第３位

東京工業大学附属科学技術高等学校／久保 公貴
こういった賞が取れて、本当に嬉しい！開催してくださった皆さまに感謝していますという気持ちを伝えた
いです。自分たちの研究は、やっとスタート地点に立てたというレベルなので、これからもっと科学技術の
ミッションが面白くなるので、アイデアを練り、それをどう皆さんに伝えていくけるかなと思っています。
今は「はやぶさ2」だけなので、今後はこれを応用してさまざまな分野に広げられたらいいなと思ってい
ます。
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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。

参加校一覧（発表順）

Taipei Municipal Nei-Hu
Vocational High School
「Constructing an air muscle
upper arm reinforcement
learning model with DDPG」

東京大学教育学部附属
中等教育学校
「水ロケット先端と尾翼の風洞
実験と振動実験」

Taipei Municipal
LiShan High School
「Using Bubble Film to
research Dragonﬂy how to
ﬂies」

文京学院大学女子高等学校
「楽器トライアングルを十分に
使いこなすための教本作り」
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Sapporo Nihon University
Senior High School
「ネオジム磁石を用いた地磁気の
測定」

兵庫県立加古川東高等学校
「河道堀削断面の多角的評価」

私立札幌開成中等教育学校
「ミナカツ折りの特性と工業的
応用の考察」

東京大学教育学部附属
中等教育学校
「ゼニゴケの再生能力」

サ イ エ ン ス ア イ デ ア コ ン テ ス ト

サイエンスワークショップ

つくば Science Edge の目玉でもある、
「サイエンスワークショップ」
。最先端の科学を研
究する企業や団体、学校などの協力により、物理、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 11 の多彩なワークショップが開催されました。

大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構

国立研究開発法人物質・材料研究機構
磁性・スピントロニクス材料研究拠点

20世紀の物理・21世紀の物理

世界最強ネオジウム磁石性能を極限まで
引き出す革新技術
〜電子スピン操作とハルバッハ磁気回路構築〜

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構
身近に、
そして暮らしに広がる
量子・放射線の利用

筑波大学体育系
ヒューマン・ハイ・パフォーマンス
先端研究センター

日本大学理工学部

東邦大学理学部

運動で脳を活性化
ースポーツ神経科学の最前線ー

宇宙エレベーターで切り拓く
未来の惑星開発

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−

タンガルーマ
海洋教育保護センター

国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構

筑波大学
生存ダイナミクス研究センター

科学で海洋動物の理解を深め、
自然界との共存を計る

ニホニウム ―日本初の新元素合成―
Nihonium -Discovery of
New Element in Japan-

想像から創造される未来：
バイオテクノロジーに何ができる？

−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−

Imagination makes future creative:
what can biotechnology do for a better life?

国立研究開発法人
宇宙航空研究開発機構
（きぼう利用センター）

東京農業大学生命科学部

茨城県立土浦第一高等学校

国際宇宙ステーションでの宇宙実験
〜学生も宇宙実験に参加している〜

バイオで作るプラスチックが、
生き物と環境を守る

困難を乗り越えて上映した
プラネタリウム
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大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

栗原 良将 氏

20世紀の物理・21世紀の物理
19 世紀末までに古典物理学の原理と方法が確立し、20 世
紀に入って、ミクロな世界を記述するためには、ニュートン
力学では十分ではなく、量子力学という新たな力学原理が
必要なことが分かりました。
ところが、21世紀に入って素晴らしい発見は続いているもの
の、物理学の進歩は 20 世紀に比べてその歩みが遅くなって
きています。なぜなのでしょうか？
今回は、20 世紀に得られた科学的知見に基づいて、極微の
世界である素粒子の世界と、広大な宇宙の構造と歴史に関
する理解の進歩を説明したいと思います。そして、21世紀
の物理学に残された課題と、物理学に進歩の減速について
事業
内容

の講義を受けました。

電子や陽子などの粒子を光速に加速し、高エネルギービームをつくり出す「加速器」。これを利用した先端研究のための
大学共同研究機関。

ワークショップに参加した生徒の感想

「物理の歴史が改めてよくわかった。そして物理の面白さが伝わった。これからも頑張って勉強し
て研究に活かしたい」
、
「物理学の発展の歴史を知れたこと。学校では古典物理しか扱わないため
貴重でした」

国立研究開発法人物質・材料研究機構
磁性・スピントロニクス材料研究拠点

物質・材料研究機構 主任研究員
磯上 慎二 氏

世界最強ネオジウム磁石性能を極限まで引き出す革新技術
〜電子スピン操作とハルバッハ磁気回路構築〜
永久磁石は、家電製品から自動車、大型放射光実験施設の
ビームラインに至るまで、あらゆるシーンで使用されていま
す。反発力を利用した磁気浮上輸送システムにおいては、摩
擦による発塵やエネルギー消費が原理的にゼロであること
から、精密装置やエネルギー制約を受ける宇宙開発に適切
と考えられています。
今回は、磁石の起源を電子（粒子）のスピンという量子力学
の概念まで掘り下げて説明し、磁束密度強化に必要なアイ
デアに迫ります。次にハルバッハ磁石方式モーターの模型を
用いたデモンストレーションを参加者（２人で１機）に行って
頂き、ハルバッハ磁気回路の利点を体感してみます。最後に
事業
内容

電子スピン操作を用いた最新の研究動向であるスピントロ
ニクスについての講義を受けました。

物質・材料科学技術に関する基礎研究および基盤的研究開発

ワークショップに参加した生徒の感想

「永久磁石がどのように応用されているかを知ることができた。より効率の良い方法を創り出して
いく考え方を取り入れていきたいと思った」、
「非常に興味があって調べていたりしていたので、
楽しく聞けた。体験の活動があったのでわかりやすかった」
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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

量子科学技術研究開発機構
鈴木 國弘 氏

身近に、そして暮らしに広がる量子・放射線の利用
" 猟師さんや漁師さんなら知っているけど、量子って何？
この世界を作っている原子や素粒子、そして原子から出る
エネルギーである放射線や光まで、全てが「量子」です。
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・安心な生活を向上させ
るため、いろいろな分野で利用され役に立っています。
ワークショップでは
◎放射線は恐くないの？危険ではないの？
◎私たちの身近で、どのようなことに利用されているの？
◎量子を利用した研究は、他に何があるの？
などについての講義を受けました。
事業
内容

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、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。

ワークショップに参加した生徒の感想

「放射線は正しく使用すれば人間の利益になるということを聴き、このような正しい知識を広げて
いくことも大切だと思った」
、
「講義の途中で行った放射線を当てた後の物質の変化についての実
験が興味深かった」

筑波大学体育系

ヒューマン・ハイ・パフォーマンス先端研究センター

ヒューマン・ハイ・パフォーマンス
先端研究センター（ARIHHP）
助教 岡本正洋 氏

運動で脳を活性化 ースポーツ神経科学の最前線ー
科学技術の発達によってもたらされる健康長寿社会におい
て、
「人と社会の活力低下問題」解決が不可欠であり、その
解決方策として、健康体力を増進する「運動・スポーツ」が
有望視されている。
ワークショップでは、参加者にスローエアロビックを体験し
てもらい、その際、簡便な気分尺度を用い、運動前後の覚醒
度快適度など気分の変化を数値化することで、軽運動の効
果を実感してもらう。またその時、脳で何が起きているのか、
前述した最新のスポーツ神経科学の研究をもとに解説され
た内容の講義を受けました。

事業
内容

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。

ワークショップに参加した生徒の感想

「運動による脳への影響が数値化されていることによってわかりやすく知ることができた」、
「運動
が脳に及ぼす影響を根拠をもとに話されていて分かりやすく、運動を実際に取り入れて自分たち
で運動する効果を実感できてよかった」
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日本大学理工学部

日本大学理工学部次長
教授 青木 義男 氏

宇宙エレベーターで切り拓く未来の惑星開発
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。
今回は火星のテラフォーミングに宇宙エレベーターを導入す
る話についての講義を受けました。
●宇宙エレベーターの仕組みを理解する
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
●宇宙エレベーター開発の現状を知る
2018 年にこうのとり7 号機で打ち上げられた宇宙エレベー
事業
内容

ター実証衛星などの事例を示して開発の現状について。

『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。

ワークショップに参加した生徒の感想

「宇宙エレベーターの技術進歩など興味深い内容ばかりだった」、
「実際に宇宙エレベーターを作る
側の専門的な話が聞けて勉強になった。夢だと思っていたものが本当に実現するかもしれないと
知って驚いた」

東邦大学理学部

東邦大学 理学部 生命圏環境科学科
准教授 柴田 裕希 氏

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−
科学技術は高度に発展し、私たちの日々の生活に欠かせな
いものとなる一方、時に私たち人間社会に脅威を与えます。
科学と私たちはどのように向き合っていけばいいのか。
「科
学に問うことはできても、科学だけでは解決しない問題」
、
トランス・サイエンスの課題について、最先端の環境科学を
テーマに解説していただきました。
また、そのほかに、
「私たちが便利な生活と引き換えに失って
しまったもの」について、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についての講義を受けました。
Twitterで講義の内容を同時解説し、現代社会らしい講義
も披露してくださいました。
事業
内容

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。

ワークショップに参加した生徒の感想

「中々難しい領域の話でしたがすごく良かったです。答えのでない問題だと思いますが、その中でも最善の方法で環境
問題を解決しようとしていてすごく感銘を受けました。ありがとうございました」、
「TEEBという組織があるのをはじ
めて知った。開発行為を許すかわりに開発前と同等の生態系を再現してもらうという取り組みは画期的だなと思った」
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タンガルーマ 海洋教育保護センター

担当員

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−
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、タンガルーマアイランドリゾート成功の秘密 / 背景。
オーストラリア第三の都市ブリスベン近郊の人気の観光地
に、今も多様の動物が存在する理由。
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。
海洋生物の理解を深め、私たちにできることについての講
義を受けました。
事業
内容

リゾート開発・運営業務。海洋専門研究。

ワークショップに参加した生徒の感想

「実際にオーストラリアと中継をつないで質問出来たところがよかった」、
「海洋に住む哺乳類と触
れ合いつつ、干渉しすぎない距離感を保っていることがとても意外だった」

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

先端基礎研究センター 重元素核科学研究グループ
研究主幹 小浦 寛之 氏
（茨城大学大学院 客員教授）

ニホニウム ―日本初の新元素合成―
Nihonium -Discovery of New Element in Japan日本初、アジア初の新元素「ニホニウム」。
2016 年に新たに周期表の仲間になったこの113 番元素は、
元素の元となる原子核を人工的に合成し、それを見つけると
いう方法で作られました。日本の大型加速器を用いた原子
核物理研究の成果となります。
今回のワークショップでは、
【
（1）
「宇宙の錬金術」
：我々の身
の周りの元素が宇宙の中でどのようにして作られていったか】
、
【
（2）元素を人工的に作る「現代の錬金術」
：元素を人工的に
作る重元素物理学の現状】の2つを、基本となる原子核の状
態から説明し、ロシア、ドイツなどとの熾烈な国際競争となっ
たニホニウム合成・発見の経緯についての講義を受けました。
事業
内容

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。

ワークショップに参加した生徒の感想

「全体の流れの要点を丁寧に話してくださいまして、とても分かりやすかったように思います」、
「とてつもなく低い確率でとうとう生まれたニホニウムは日本の誇りだと思った。お土産の核分布
表を活用していきたい」
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筑波大学 生存ダイナミクス研究センター

筑波大学 生存ダイナミクス研究センター
教授 深水 昭吉 氏

想像から創造される未来：バイオテクノロジーに何ができる？
Imagination makes future creative: what can biotechnology do for a better life?
皆さんが毎日使っているスマホは、生活の必需品ですね。こ
のような素晴らしい機器でも、20 年前には存在しませんでし
た。では、なぜ開発できたのでしょうか？
ご存知の iPS 細胞は、15 年前にはありませんでした。遺伝子
の情報を書き換えることができるゲノム編集技術が登場した
のも、つい 5 年ほど前です。私たちの身近にある食物・食品
や健康・医療を考えた時、美味しいものを沢山食べても病気
にならず、長生きができるのも嬉しいかも知れません。しか
し、20 年後、50 年後にどのようになっていれば私たちは幸
せでしょうか？ 想像から創造される未来について、遺伝子
技術が拓くバイオテクノロジーから考える講義を受けました。
事業
内容

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。

ワークショップに参加した生徒の感想

「分かりやすく聞きやすい英語でクラスのみんなにも聞いてほしかった」、
「英語だが比較的分かり
やすかった。台湾の学生のモチベーションの高さに驚いた」

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

（きぼう利用センター）

有人宇宙技術部門きぼう利用センター
主任研究開発員 谷垣 文章 氏
主任研究開発員 岩田 茂美 氏

国際宇宙ステーションでの宇宙実験
〜学生も宇宙実験に参加している〜
●地上から 400 キロにある有人宇宙施設、国際宇宙ステー
ションて？
宇宙センターでどんなことが行われているかのいろはをレク
チャー。
●タンパク質実験から見えてくる創薬研究への貢献
宇宙兄弟の漫画を知っています？そこでは、宇宙飛行士が病
気の治療薬を開発するための知見を宇宙で獲得したいという
夢を語っていました。宇宙で実際にどのような実験が行われ
ているか？
●日本を含むアジアの中高生が宇宙実験に参加！
「AsianTry Zero-G」
。それは日本を含むアジアの学生が自分
事業
内容

で発案した物理実験を宇宙飛行士が行うプログラム。金井宇
宙飛行士が担当した宇宙実験から微小重力の面白さを伝授。
などに身近に感じられるような例題を交えつつ、遠い世界の
宇宙センターついてが身近に感じられる講義を受けました。

宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、2003年に宇宙科学研究所（ISAS）
、航空宇宙技術研究所（NAL）
、宇宙開発事業団
（NASDA）の3機関が統合して誕生した。政府全体の宇宙開発利用を技術で支える中核的実施機関と位置付けられ、同分野
の基礎研究から開発・利用に至るまで一貫して行っている。

ワークショップに参加した生徒の感想

「JAXA の宇宙でどのようなところなのかよくわかりました。また、ISS での研究してなぞを解明するとい
うことを動画やパワーポイントでわかりやすく教えていただきました。」、
「無重力について楽しく面白く
学べました。宇宙については、今までも少し興味があったので JAXA の講演はとても貴重なものだった。」
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東京農業大学生命科学部

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

バイオで作るプラスチックが、生き物と環境を守る
「プラスチック」と聞いて、皆さんはどんなイメージを持ちま
すか？
日常生活ではありとあらゆるところに使われている欠かせな
いものですが、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。
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の講義を受けました。
事業
内容

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。

ワークショップに参加した生徒の感想

「科学的に安定して人間が使いやすいものほど環境にとって分解しにくく悪いものと分かりまし
た」
、
「プラスチックという漠然としたものの基準について学ぶことができた。生分解プラスチッ
クのことは知っていたが、種類があるのは知らなかった」

TOPIC

茨城県立土浦第一高等学校

困難を乗り越えて上映したプラネタリウム
今年度はサイエンスワークショップの中に唯一、高校生によ
るワークショップがありました。それは茨城県立土浦第一高
等学校の皆さんによる自作プラネタリウム。生徒たちでプラ
ネタリウムを制作し、参加校の生徒たちに披露しました。装
置の故障や不具合などでなかなか上手くいかない場面もあ
りましたが、仲間と協力して、モノを作り上げ、土浦第一高
等学校の生徒自身もとても楽しんでいるのが印象的でした。
ワークショップ では、木 材や黒のビニール 袋などを使って
作ったドームの中でプラネタリウムを上映。海外からの参加
校のためにも英語版と日本語版の両方での上映タイムを設
けていました。見たがる生徒も多く、大変大反響でした。

プラネタリウムに参加した生徒の感想

「装置が壊れて上映できなかったのは残念だったのですが、スマホで照らしてプラネタリウムっぽく
なったことや星に関するお話をしていただけたのが良かった」、
「ふたご座で兄より弟の星座の方が明る
く見える理由が分かってよかったと思います。また、星はありませんでしたが、くるように見えました」
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つくば Science Edge2019

国際交流会開催

参加者総勢111名！
毎年大盛況！Science Edge広がる、トモダチの輪。
毎年大人気の「国際交流会」は、今年も１日目の夜に開催さ
れました。
参加者は台湾・タイ・フィリピン・モンゴル・ミャンマー・香港、
そして日本の中高生約111名。会場では慣れない英語を共通
語として、コミュニケーションを取り、親交を深めていました。
今年度は広尾学園高等学校の生徒がホストをし、プログラム
と進行をしてもらいました。
国際交流会では、各学校で簡単な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
でゲームを行いました。今年のゲームは、折り紙だけでタワー
作るゲームと動画を見てその先を予想するゲームをし、点数を

競い合いました。参加した生徒たちは、始めは少し緊張気味
でしたが次第にそれを和らぎ、和気あいあいと楽しんでいまし
た。また休憩タイムには軽食を食べながら、声を掛け合う姿
もあり、まさに Science Edgeならではの交流となりました。
最後にホストを務めてくれた同校の生徒にインタビューする
と「今回は 帰りたくない交流会 とテーマにし、帰りたくな
いくらい楽しい内容ということを心掛けました。準備は本当
に大変で、学校に遅くまで残ることもありましたが、こうして
参加者のみんなが笑顔で楽しそうにしている姿を見れてよ
かったと思います！」と、安堵の表情を浮かべていました。
協力／株式会社サマデイ

参加者DATA 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。
その他 7%

中学１年生 2%
中学2年生 3%

高校3年生 1%

高校
2年生
41%

中学
3年生
12%

参加者
高校
1年生
34%

いいえ
32%

HP 3%

東北大学 科学者の卵

先輩・友人
4%

普通
21%

どのようにして
知りましたか？
先生 88%

大変満足
28%

満足度
満足 50%

いいえ
16%

次回も参加
しますか？

はい
68%

はい
36%

後輩に
伝えたいですか？
はい
84%
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悪い 1%
大変悪い 0%

その他 5% ※学校行事・部活・

英語発表に
参加したいですか
いいえ
64%

つくば Science Edge2019

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！
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第10回は、
2020年3月20日
（金・祝）
〜21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 Edge2020
■ 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）
・ 選抜された8チーム（予定）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 ポスター発表（日本語）
サイエンスアイデアや普段の研究活動を、日本語にて発表・紹介いただきます。
英語審査委員、つくば市の各研究所研究者、つくばサイエンス・アカデミー会員、筑波大学院生、引率教職員による
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 ポスター発表（英語）※発表 3 分・質疑応答 7 分 ※Intel ISEF の審査基準に準ずる
サイエンスアイデアや普段の研究活動を、英語にて発表・紹介いただきます。
審査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。

■ 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：2019年11月初旬〜2020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

アイデアコンテストにご応募いただいたアイデアの中から選考を行い、
選抜されたチームに詳細を通知します。

■ 本選：2020年3月21日
（土）

アイデアコンテストに参加する8つの選抜チーム（予定）には、
「つくば国際会議場」にて、パワーポイントによる発表を行っ
ていただきます。

※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。
英語・日本語の各ポスターセッションの表彰も、
別途ございます。

■ 開催日時：2020年3月20日
（金・祝）
〜21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：

https://www.jtbbwt.com/ScienceEdge/（2019年11月初旬公開予定）
つくばサイエンスエッジ

または

つくばサイエンスアイデアコンテスト

検索

主催：つくば Science Edge 2020 実行委員会 共催：つくばコングレスセンター、株式会社ＪＴＢ
（2019 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
● 協賛・協力 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）
、国立研究開発法人 物質・材料研究機構（NIMS）
、
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構（JAEA）
、国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構（QST）
、
大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構（KEK）
、筑波大学 生存ダイナミクス研究センター、
筑波大学体育系 ヒューマン・ハイ・パフォーマンス先端研究センター、日本大学理工学部、東京農業大学生命科学部、
東邦大学理学部、タンガルーマ 海洋教育保護センター、株式会社 ビクセン、特定非営利活動法人 日本サイエンスサービス（NSS）
、
一般社団法人 つくば観光コンベンション協会、つくばサイエンスツアーオフィス（敬称略・順不同）

つくばScience Edge2020

