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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８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、

日本の未来科学技術を担う人材育成のサポートを目的に、近隣の高校生による科学研究

発表会を 2011 年から開催しています。今年で８回目を迎えるこの発表会は、茨城県内

外から合計 66 件の発表申し込みをいただきました。主催者として大変嬉しく思う一方

で、部屋数と時間の関係上，口頭発表の御希望を全て受け付けることができずご不便を

かけております。過去７回の開催経験を踏まえて、これまでいろいろと改善してきたつ

もりですが、まだまだ至らない点が多々あるかと思います。どうかお許しいただければ

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

生のみなさんの研究の進展のみならず、科学に対する考え方を深める一助になるものと

強く確信しています。今日は、遠慮なく議論に参加していただき、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。本日の研究発表会を通して、ここ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	 折山	 剛	

学術委員会委員一同	

	

プログラム 

受付(8:50-12:00)	

9:30	開会式(折山理学部長，深澤県指導主事	挨拶)	A会場	

9:45-10:45	口頭発表(QA01〜QA06,	QB01〜QB06)	A会場，B会場	

(休憩20分)	

11:05-11:55	口頭発表(QA07〜QA11,	QB07〜QB11)	A会場，B会場	

11:55-12:50	昼食(ポスター閲覧)	

12:50-14:00	口頭発表(QA12〜QA18,	QB12〜QB16)	A会場，B会場	

(休憩10分)	

14:10-15:10	ポスター発表	

(PA01〜PA16は座長司会による発表あり)：ポスター会場	

(休憩10分)	

15:20-16:00	特別講演「眠れる太陽が牙をむくとき、私たちは何ができる？」	 		

A会場	 茨城大学理学部・准教授	野澤	 恵	

(休憩5分)	

16:05-16:25	講評および表彰	A会場	

16:25	閉会	(閉会後にポスター撤去)	
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発表で参加の皆様へ（ご連絡） 

・口頭発表の方もポスターを掲示していただきます。必ず準備をお願いいたします。 

 
・ポスター形式・発表について 

1) ポスターは 80cm×120cmの枠内に収まるように作製して下さい。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。ご注意下さい。 
2) 貼付用のボード，マグネット，テープ等は会場に準備します。各自の演題番号が貼っ
てあるボード（または壁）に指定の貼り付け方法で掲示して下さい。 

3) ポスターは遅くとも午前 11時までに貼付を完了し，終了後は午後 5時までに撤去し
て下さい。なお，午後 5時以降に残っている場合はこちらで処分します。 

4) 「ポスター発表のみ」の演題は、発表時間帯に座長の司会で順番に内容を説明（プレ

ゼン）していただきます（説明時間は 3分です）。説明時間には、発表者がポスター前
に立って時間内で要点を説明して下さい。その後に自由討論とさせていただきます。 

 
・口頭発表について 

1) 口頭発表は口演 7分，質疑応答 3分です。時間厳守でお願いいたします。 
2) パソコン（Windows 7，PowerPoint 2010搭載）を各会場に準備します。 

3) 発表ファイル（PowerPoint 2010で読める形式または PDFとします）は事前に送付
されたものをインストールしてあります。記録メディアでファイルを提出された場合

は，受付で返却いたします。ファイル名は「演題番号＋筆頭者の氏名」として下さ

い。 
4) 動画等の付帯ファイルがある場合や、特殊な効果等を使用している場合は、休み時間
棟を利用した事前の動作確認を推奨します。担当者にご相談下さい。 

5) 口頭発表演題のポスターは，ポスター閲覧および発表時間に自由討論といたします。 

	

・	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 茨城大学学術委員会 

Ø 電話：029-228-8333（代） 

Ø メール：  
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口頭発表プログラム（1件あたり	 発表 7分，討論 3分） 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A 会場 セッションⅠ (9:45-10:45) 座長：岡田 誠（茨大理） 
 
・QA01 09:45-09:55(P9): シュウ酸エステルを用いた化学発光の研究 

 碓氷 一樹，藤 優斗，河合 亮汰（茨城県立緑岡高等学校）	

・QA02 09:55-10:05(P10): シクロデキストリンによる包接の条件 

 黒崎 弘務，品川 達哉，須崎 哲史，高橋 朋史（茨城県立緑岡高等学校）	

・QA03 10:05-10:15(P11): ポリプロトン酸⇄モノプロトン塩基滴定曲線と 

   それらの学術用語についての考察 

 西野 光太郎（茨城県立水戸第一高等学校）	

・QA04 10:15-10:25(P12): 色の変わる窓 ～フォトクロミズムで作るスマートウィンドウ～ 

 倉持 碧，細谷 果鈴（茨城県立水戸第二高等学校）	

・QA05 10:25-10:35(P13): Nostoc sp.の光照射時間の違いによる環境応答の検証 

 長谷川	 莉来（茨城県立水戸第一高等学校）	

・QA06 10:35-10:45(P14): 硫酸イオンによるリゾチーム活性の阻害 

 宮部	 真美（茨城県立水戸第一高等学校）	

	

	

A 会場 セッションⅡ (11:05-11:55) 座長：佐藤 格（茨大理） 
 
・QA07 11:05-11:15(P15): 落花生の殻を用いた高吸水性ポリマーの作製 

 石塚 美宇（茨城県立竜ヶ崎第一高等学校）	

・QA08 11:15-11:25(P16): 土壌微生物で水をきれいに 

 小島 香穂，鈴木 櫻，円城寺 紀子，工藤 幸奈，星野 真生，村上 華野	

	 	 （茨城県立竜ヶ崎第一高等学校）	

・QA09 11:25-11:35(P17): 線虫の加齢に伴う連合学習の記憶保持時間の減少 

 鴨志田朋輝（茨城県立水戸第一高等学校）	

・QA10 11:35-11:45(P18): アオミドロ、サヤミドロを用いた製紙技術 

 林利有樹（東京都立多摩科学技術高校高等学校）	

・QA11 11:45-11:55(P19): 水生生物を取り巻く環境の研究 

 塙	 凱斗，清水	 桃香，飯田	 幸多，武藤	 健太，髙土	 夏花，堀江	 美羽	

	 	 （茨城県立水戸農業高等学校）	
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A 会場 セッションⅢ (12:50-14:00) 座長：遠藤 泰彦（茨大理） 
 
・QA12 12:50-13:00(P20): 雑草からバイオエタノールを作る 

 秋山 実穂，齋藤 真衣子（茨城県立水戸第二高等学校）	

・QA13 13:00-13:10(P21): ユレモの運動 

 佐川 尚輝，山野 拓也（茨城県立土浦第三高等学校）	

・QA14 13:10-13:20(P22): 維管束鞘細胞の微小管配向に及ぼす青色光の効果 

 鯉渕 南海（私立土浦日大中等教育学校）	

・QA15 13:20-13:30(P23): モリアオガエルの研究Part.6 

  成長と変態への影響因子に関する研究 

 森本 脩斗（私立叡明高等学校）	

・QA16 13:30-13:40(P24): アオサのバイオエタノール化への挑戦2017 

 森 良行，上嶋 真季，室井 星哉（千葉県立津田沼高等学校）	

・QA17 13:40-13:50(P25): アオサは水鳥の飛来に影響を与えているか 

 市川 陽菜，熱田 萌衣，永田 杏介（千葉県立津田沼高等学校）	

・QA18 13:50-14:00(P26): ホンビノスガイ(Mercenaria mercenaria)の水浄化作用 

 鈴木 幸信（千葉県立津田沼高等学校）	
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B 会場 セッションⅠ (9:45-10:45) 座長：相羽 明（茨大理） 
 
・QB01 09:45-09:55(P27): 品質工学を応用した優良株と相関のある指標の抽出 

 山内 新太（茨城県立水戸第一高等学校）	

・QB02 09:55-10:05(P28): Improvement of dance club～鏡に何人うつるか～ 

 阿部 未波，大串 華世，大蔵 美結（茨城県立水戸第二高等学校）	

・QB03 10:05-10:15(P29): コンパクト空気望遠鏡の製作 

 葛西 海都，野﨑 武斗（茨城県立土浦第三高等学校）	

・QB04 10:15-10:25(P30): ２０㎝プリズムによる天体のスペクトル観測 

 西岡 慎也，中島 大希，松本 倫太朗（茨城県立土浦第三高等学校）	

・QB05 10:25-10:35(P31): 太陽の電波観測 

 天野 翔馬，小野 涼介，鶴巻 直旺（茨城県立土浦第三高等学校）	

・QB06 10:35-10:45(P32): 家屋における効果的な防音構造 

 大森竣介，佐野流音，鈴木琢真，増渕猛，鶴志人，柴田拓人，菅谷来偉那 

	 	 （茨城県立日立第一高等学校）	

	

	

B 会場 セッションⅡ (11:05-11:55) 座長：阪口 真（茨大理） 
 
・QB07 11:05-11:15(P33): ネジの耐久性 

 大谷 月乃，新関 柚乃，三輪 郁奈（茨城県立水戸第二高等学校）	

・QB08 11:15-11:25(P34): 両端コイルを利用した風振動発電機の開発 

 根本	 映（茨城県立水戸第一高等学校）	

・QB09 11:25-11:35(P35): 火星探査飛行機翼の調査・研究 ～大気密度1/100の世界を飛ぶ～ 

 伊藤 武龍，森川 靖滉，井上 輝一（東京都立科学技術高校高等学校）	

・QB10 11:35-11:45(P36): 完璧な観測への道！～鳥類バイオミミクリーの研究～ 

 本間 史哉，三田 潤哉，元村 直輝，黒田 歩夢（東京都立科学技術高校高等学校）	

・QB11 11:45-11:55(P37): 構造物をフル活用‼～構造物設置位置が砂浜を救う～ 

 野中 駿，中村 恭也，小山 麟，今鉾	 竜也（東京都立科学技術高校高等学校）  
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B 会場 セッションⅢ (12:50-14:00) 座長：野澤 恵（茨大理） 
 
・QB12 12:50-13:00(P38): アルコールと水を混ぜると体積が減る！？ 

  ～実験と理論を駆使して体積減少の原因を探る～ 

 山本太一（茨城県立日立第一高等学校）	

・QB13 13:00-13:10(P39): ゴミから作るエコな電気～光燃料電池の性能の向上～ 

 名取日菜，宮本葵衣，八幡 守（茨城県立日立第一高等学校）	

・QB14 13:10-13:20(P40): 環境にやさしい電池をつくる 

 向深澤 颯，村中 俊介，中村 幸夏，荒川 民杜（東京都立多摩科学技術高校高等学校）	

・QB15 13:20-13:30(P41): 界面活性剤の洗浄力に対する炭化水素基の影響 

 小泉 勇樹（茨城県立水戸第一高等学校）	

・QB16 13:30-13:40(P42): ヨウ素時計反応の誘導時間を左右するもうひとつの要素 

 安東里菜，吉田有佐（千葉県立大原高等学校）	

	

  



 7 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ポスター発表プログラム（11:00 までに掲示，発表・討論は 14:10-15:10） 
※各ポスターで示した時刻は，座長司会による発表時間（3 分厳守）です。 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ポスター発表  座長：相羽 明 
 

・PA01 14:10-14:13(P43): 羽衣チョークの書きやすさの秘密 

 絵幡智宇，鈴木大登（私立水城高等学校）	

・PA02 14:13-14:16(P44): セルロース分解菌のスクリーニング 

 岩本	 莉桜，上野	 悠斗，藁谷	 帆乃花，小野崎	 みく，川井	 光咲	

	 （私立茨城高等学校）	

・PA03 14:16-14:19(P45): 固定化微生物によるアルコール発酵の研究（第3報） 

 坂本莉奈，塙	 武曉，吉田裕貴，友部典哉，藤可南子，青山陽佳里，鬼澤麻美，	

	 船橋萌瑛（私立茨城高等学校）	

・PA04 14:19-14:22(P46): 「人工光合成」の研究 

 黒羽茉奈，斉藤連児，飛田悠那，森田珠莉，村山尚希，山﨑壮登，青木祐介，	

	 叶多理喜，鷺谷亮太，北辻永久，足立悠真（私立茨城高等学校）	

・PA05 14:22-14:25(P47): ニューラルネットワークのパターン認識 

 長島	 孝文，松川	 晴紀（茨城県立勝田高等学校）	

・PA06 14:25-14:28(P48): ツェラーの公式に挑戦 

 磯	 みやび，深澤	 実紅 （茨城県立水戸第二高等学校）	

・PA07 14:28-14:31(P49): Ｃ言語について 

 井上	 七海（茨城県立水戸第二高等学校）	

・PA08 14:31-14:34(P50): 化学発光現象 

 青木 愛栞，木戸 愛梨（茨城県立水戸第二高等学校）	

・PA09 14:10-14:13(P51): 閉鎖系Belousov-Zhabotinsky反応の酸素による影響 

 岩田 樹，岡崎 晴香，鈴木 萌美（茨城県立水戸第二高等学校）	

・PA10 14:13-14:16(P52): オーロラ発生の研究～電子は何処へ～ 

 井上 莉彩，澤井 瑠奈，山口 楓（茨城県立水戸第二高等学校）	

・PA11 14:16-14:19(P53): 野菜からエコ染料 

 大川 ひかる，飛田 悠乃，古橋 朱（茨城県立水戸第二高等学校）	

・PA12 14:19-14:22(P54): オイル産生藻類～未来を変える微細藻類～ 

 大久保 杏奈，笹嶋 菜緒，廣瀬 綾乃（茨城県立水戸第二高等学校）	
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・PA13 14:22-14:25(P55): イモリの再生 

 野入 穂華,	 本田 くるみ（茨城県立水戸第二高等学校）	

・PA14 14:25-14:28(P56): リーゼガング現象 

 長谷川 彩音，宮下 歩子（茨城県立水戸第二高等学校）	

・PA15 14:28-14:31(P57): 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 

 浅野 陽香，中村 真衣（茨城県立水戸第二高等学校）	

・PA16 14:31-14:34(P58): フルーツ電池の電流と電圧の強さと安定性の研究 

 宗像 智也，高橋 望武 （茨城県立江戸崎総合高等学校）	

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


