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ようこそ！ 高校生の科学研究発表会@茨城大学へ 

 

 第 11 回「高校生の科学研究発表会＠茨城大学」へようこそおいでくださいました。 

 茨城大学理学部では、高校生の「なぜだろう」にチャレンジする熱いハートを応援し、

日本の科学技術の未来を担う次世代の人材育成をサポートすることを目的に、近隣の高

校生による科学研究発表会を開催してきました。今回の発表会では、新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止に対応するため、研究発表募集の段階で制限を設けることを申し上

げましたが、ご理解・ご協力をいただき、合計 50 件の発表申し込みをいただきました

ことに主催者として大変嬉しく思う一方で、安全な開催へ向けて心を引き締めて準備に

あたった次第です。運営にあたっては、皆様からいただいたご意見等を踏まえつつ 、

感染防止の観点からポスター発表形式等に変更を加えました。まだ至らない点も多々あ

るかと思いますが、どうかお許しいただき、改善すべき点があればご遠慮なくお知らせ

いただければ幸いです。 

大学で世界最先端の研究を行っている教員や大学院生とのディスカッションは、高校

生のみなさんの課題研究が進展する一助となるだけでなく、科学に対する考え方を深め

る良い機会になるものと強く確信しています。ぜひとも積極的に議論に参加して、熱い

刺激と何か新たな収穫を得る機会にしていただければと、心より願っております。 

 本発表会の開催にあたり、共催をご快諾いただき、多大なご協力を賜りました茨城県

教育委員会ならびに茨城県高等学校文化連盟自然科学部会をはじめ、関係の皆様方に心

より深く感謝申しあげます。本日の発表会に参加された皆さんとの研究交流を心より楽

しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

茨城大学理学部長 田内 広 

学術委員会委員一同 

 

プログラム 

受付 (8:45-12:00) 
 
9:15       開会式 (田内理学部長，西田県指導主事 挨拶)  

9:30-10:15 口頭発表I (O01～O04)  
10:25-11:10 口頭発表II (O05～O08)  
11:20-12:00 ポスター紹介 (P01〜P30) 
 
12:00-13:00 昼食・ポスター閲覧（質問・コメント貼付） 
 
13:00-14:05 口頭発表III (O09～O14) 
14:20-15:25 口頭発表IV (O15～O20) 
15:25-16:15 ポスター発表（回答貼付・討論） 

16:20-16:45 閉会式（講評・表彰） 

16:45       閉会 (閉会後にポスター撤去) 
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ご連絡 

 

・来場について 

1) 感染防止のため、各発表での来場人数は 11 月 30 日期限で発表申し込みをいただいた

際での発表人数に制限します。引率教員の人数は１校３名以内とします。この他の、

一般の方の来場はご遠慮下さい。 
2) 来場される方は、12 月 26 日から 1 月 9 日までの間、毎朝体温を測り、体調と共に、

別途お送りする【体調管理シート】に記録して下さい。当日の受付で体調管理シート

を提出いただきます。 
 
・口頭発表について 

1) 口頭発表は発表 7 分，質疑応答 3 分です。時間厳守でお願いします。 
2) 感染防止のため、ステージに登壇する発表者は３名以下に制限します。 

3) 発表者は、発表が次の順番になったら、ステージ近くの席で待機して下さい。 
 
・ポスター発表について 

1) 会場に準備されるポスターボードの大きさは 80cm×160cm（縦長）です。ポスター

は 80cm×120cm 程度が適切です。模造紙（四六版），B1 版，A1 版が適合します。

A0 版は横幅がオーバーします。 

2) ポスターは演題番号表示のあるボードに遅くとも午前 11 時までに貼付し，終了後は

午後 5 時までに撤去して下さい。5 時以降に残っている場合は主催者が処分します。 
3) ポスター紹介セッション 各発表 1 分間でポスターを紹介して下さい。主催者が発表

抄録集の原稿をスクリーンに投影しますが、別のページを投影したい場合（PDF 形

式で１ページに限る）はファイル名「演題番号(Pxx)＋筆頭者の氏名」で USB メモリ

等に入れて当日（開会前）の受付で預けて下さい。閉会時に受付で返却します。 

4) ポスター閲覧・ポスター発表セッション 感染防止のため、付箋メモに依る「質問・

コメント貼付」と「回答貼付」の時間をそれぞれ設ける筆談方式を原則とし、多数に

よる直接の議論を避けます。ご協力願います。 
 
※その他の事項は、別途アナウンスします。 

 

・ 実施に対するお問い合わせ 

Ø 〒310-8512 茨城県水戸市文京 2−1−1 茨城大学理学部学術委員会 

Ø 電話：029-228-8333（代） 

Ø メール：scievent@ml.ibaraki.ac.jp 



発表プログラム (口頭発表は 1件あたり発表 7分, 討論 3分. ポスター紹介は 1分)

口頭発表セッション I (09:30-10:15) 座長: 山田卓司（茨城大学理学部）

·O01: 母なる海に迫る危機～マイクロプラスチックによる海洋汚染～

雨沢望叶, 石津玲乃 (茨城県立水戸第二高等学校)

·O02: 霞ヶ浦の底泥に生息する発電バクテリアの生態とそれを用いた発電の評価

川村彩乃 (茗溪学園中学校高等学校)

·O03: 千波湖における鳥類の変動

安田恒, 七字健太 (茨城高等学校)

·O04: 河川が氾濫する気象的、地理的条件～宮田川の現在と過去の比較から～

吉田衣里, 及川みなみ, 柴田采実, 寺﨑千尋, 矢部くるみ (茨城県立日立第一高等学校)

口頭発表セッション II (10:25-11:10) 座長: 渡邊辰矢（茨城大学理学部）

·O05: 脳の働く時間帯を考慮した時間割最適化

青野加奈恵, 小原瑞花, 飛田朝海 (茨城県立日立北高等学校)

·O06: ハーブの抗菌作用

五十嵐海音, 伊藤由莉, 金目仁美, 小山璃奈 (茨城県立竜ヶ崎第一高等学校)

·O07: 多孔質材料への吸着によるオゾンの保存

坂下拓斗 (茨城県立水戸第一高等学校)

·O08: 70mm対物プリズムで捉える脈動変光星の変化に伴うスペクトル変化

岩城勇悟, 浅野誠吾 (茨城県立土浦第三高等学校)

ポスター紹介セッション (11:20-12:00) 座長: 山口央（茨城大学理学部）

(ポスター発表の一覧は 4∼6ページをご覧下さい。)

口頭発表セッション III (13:00-14:05) 座長: 及川真平（茨城大学理学部）

·O09:

カマキリの捕食行動を妨害するとどう反応するか～ファーブルでも解けなかった謎に迫る～

西野陽文 (茨城県立竹園高等学校)

·O10: 宇宙生活における生物餌料であるタマミジンコを効率的に培養する光環境

飯島美月, 大森照士, 菊池彩香, 佐藤直稀 (茨城県立太田西山高等学校)

·O11: オイル産生藻類

白田樹里, 松田梨那 (茨城県立水戸第二高等学校)

·O12: イシクラゲの中で共生している細菌

日向寺真衣 (茗溪学園中学校高等学校)
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·O13: 泳ぐ人工イクラに対するアルコールの影響

佐藤陽向, 岩沢玲音, 澤原智哉, 遠藤裕翔, 圷海翼, 市川蒼依, 林憲士郎, 森田丈, 遠藤雅也

(茨城県立日立北高等学校)

·O14: メッシュの効果

廣江桃花, 大森巴奈 (茨城県立土浦第三高等学校)

口頭発表セッション IV (14:20-15:25) 座長: 片桐秀明（茨城大学理学部）

·O15: 骨伝導イヤフォンの研究

大久保真歩, 北郷友見子, 米川明日菜 (茨城県立水戸第二高等学校)

·O16: 放射線と岩石

浅野美侑, 櫻井彩乃 (茨城県立土浦第三高等学校)

·O17: 動植物性油脂から合成された界面活性剤の洗浄力に関する研究

齊藤美樹, 立山愛莉, 川本琴美 (茨城県立日立第一高等学校)

·O18: ダニエル電池における塩橋による起電力の変化

高田優花 (茨城県立水戸第一高等学校)

·O19: 煌めきの銅葉～電析による銅薄膜の形成条件を探る～

鈴木香里奈, 髙橋万葉 (茨城県立水戸第二高等学校)

·O20: 学校敷地内における照明の配置・設置コスト最小化

太田駿哉, 宇野隼翔, 北脇拓真, 白崎元望, 中言遥哉 (茨城県立日立北高等学校)

ポスター発表の一覧

·P01: 音による消火マジック～音で火は消せるのか？ ～

羽渕有香, 鉄希美 (茨城キリスト教学園高等学校)

·P02: ほどけにくい靴紐の結び方

塚本葵 (茗溪学園中学校高等学校)

·P03: DSSC(色素増感太陽電池)のさらなる効率化

大塚祐輝, 岡本由基, 塚本一将, 皆川悠仁 (茨城県立竜ヶ崎第一高等学校)

·P04: ダイラタンシー現象の衝撃吸収効果について

江口一颯, 武田志勇, 影山蒼大, 井橋優 (茨城県立竜ヶ崎第一高等学校)

·P05: 糸なし糸電話の応用

浅見彩夏, 佐藤由季子, 砂押愛華 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P06: 高電圧の電気をコンデンサに溜める回路～ 静電気の蓄電を目指して ～

神吉威吹, 角田智, 小笠原浩史, 佐藤武 (茨城県立竜ヶ崎第一高等学校)
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·P07: 災害発生時における避難所での新型コロナウイルス感染症対策

梶原琉生, 田渕創ノ介, 塚越洸介, 引田翔太郎 (茨城県立日立北高等学校)

·P08: マイコンカーラリー

青柳遥奈, 磯山つづり (茨城県立水戸第二高等学校)

·P09: 教室内の生徒の座席配置最適化

栗原実夢, 加藤清か, 川瀨由琳英, 渡邉夏帆, 瀬谷彩実果 (茨城県立日立北高等学校)

·P10: 栄養価を考慮した学校献立の作成

海老根茉里奈, 小澤こころ, 山形菜奈加, 牟田友香 (茨城県立日立北高等学校)

·P11: 水の浄化

鬼澤藍妃, 佐々木希美 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P12: 簡単に出来る雲のようなスライムの作り方

黒羽茉奈, 森田珠莉, 豊田彩端 (茨城高等学校)

·P13: シュウ酸エステルの発光実験

徐輔賢, 小野瀬優誠 (茨城中学校), 友常拓未, 中井川侑平 (茨城高等学校)

·P14: 二つの顔を持つ瞬間冷却材

松﨑絢音, 山本百合瀬 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P15: ANTI BUBBLE～洗剤の成分と強度の依存性について～

大橋里紗, 一木柚葉, 菊池凜 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P16: 次亜塩素酸水は有効か？

村山尚希, 叶多理喜, 山﨑壮登, 生天目悠貴, 森田珠莉, 飛田悠那, 岩間那由他 (茨城高等学校)

·P17: 閉鎖系Belouzov-Zhabotinsky反応における酸素の影響

櫻井里穏, 中村好花, 中島由佳 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P18: エコカイロに適した水溶液の条件の研究

菅谷莉央 (茨城県立水戸第一高等学校)

·P19: ビタミンC電池

澤畑芽依, 玉置紋子 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P20: バイオエタノールを用いたアルコールハンドジェルの作成

赤司彩乃, 居城咲良, 讃岐彩音, 飛田萌瑛, 山内佳乃 (茨城高等学校)

·P21: 微生物を含有する新奇な生分解性プラスチック作製の試み

杉山咲衣, 栗原拓未 (茨城県立竹園高等学校)

·P22: モジホコリについて

石井陽菜, 中村紗彩 (茨城県立日立第一高等学校)

·P23: 梅と抗菌

鈴木華音, 田村早恵香, 髙野美空 (茨城県立水戸第二高等学校)
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·P24: 目指せ加熱で甘いサツマイモ～糊化の秘密～

石井真由実, 木幡美波 (茨城県立日立第一高等学校)

·P25: トマトの不定根形成とオーキシンの関係の研究

児玉英李, 田中肇, 柳平愛生 (茨城県立日立第一高等学校)

·P26: 天然酵母での米パンの発酵

古室早織, 仙田菜々美 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P27: 新稲作法 SRIのイネの生育に与える影響～ SDGsの達成を目指して～

藤沢航太郎 (茨城県立竹園高等学校)

·P28: タニシの光走性

石川結以, 志賀拓未, 田所航 (茨城県立日立第一高等学校)

·P29: ヒカリモが生息する水質環境の研究

鈴木利惟, 千田千愛, 鈴木彩菜 (茨城県立日立第一高等学校)

·P30: キノコを使った紙の糖化

西川真奈美, 伊澤優希 (茨城県立竜ヶ崎第一高等学校)
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