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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: 北出理（茨城大学理学部）
·O01: 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)

·O02: アセチルサリチル酸の合成の収率
草刈美里, 小森莉緒 (茨城県立水戸第二高等学校)

·O03: キノコ子実体発生域の「バクテリアおよび真菌の戦い」を科学する
阿久津慶, 志水絢音, 瀧澤翔大, 床井まど叶, 富永真緒, 細井蓮, 増田七香, 森田楽人
(作新学院高等学校)

·O04: 匂いや方向性の記憶はP.velutina の判断と行動に影響をもたらすか
—Phanerochaete velutina が記憶を持つ条件について—

田村薫 (茗溪学園高等学校)

口頭発表セッション II (10:25-11:10) 座長: 安藤寿男（茨城大学理学部）
·O05: 東滑川ヒカリモ公園の洞穴の水位変化の研究 ―降水量との関係―

千田千愛, 田村夏々帆, 澤畠拓海, 森颯也, 志田楓実, 鈴木彩菜 (茨城県立日立第一高等学校)

·O06: エコ住宅 ～窓と気流の流れについて～
藏宗直政, 櫻井翔, 三宮桃香, 堀江貴大 (茨城県立竜ヶ崎第一高等学校)

·O07: 泳ぐ人工イクラに対するアルコールの影響 Part 2

圷海翼, 森田丈, 林憲士朗, 平松雅臣, 佐藤孝祐, 大森陽輝, 中和田楓 (茨城県立日立北高等学校)

·O08: メネラウスの定理の一般化
廣瀬廉 (清真学園高等学校)

ポスター紹介セッション (11:20-12:00) 座長: 相羽明（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: 神子島博隆（茨城大学理学部）
·O09: 青から始まる交通信号反応

岡みずき, 大塚日菜美 (千葉県立大原高等学校)

·O10: ハロゲン化アルカリ金属の溶解度に関する研究
増田青葉 (茨城県立日立第一高等学校)

·O11: 複合型光触媒の性能向上 ～TiO2×WO3×ZnO～
富澤優利, 松田万里枝, 横松禎憲 (茨城県立竜ヶ崎第一高等学校)
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·O12: 鉄の錯体と紫外線の関係について
砂押智宏, 鷺谷日登 (茨城県立水戸第一高等学校)

·O13: ため池の富栄養化によるアオコ発生の防止対策の検討
―アオコ発生防止対策を考えるための小山市大沼水域のモニタリング―

斉藤日菜,刀川慶友,種元陽向子,村上結南,斎藤愛実,池田彩乃,松村亮大,長谷川簾,平田航大
(作新学院高等学校)

·O14: 脳のない天才～粘菌の研究～
礒野春菜, 井上紗綾, 牛木愛瑛, 関谷陽苗野 (茨城県立水戸第二高等学校)

口頭発表セッション IV (14:15-15:10) 座長: 片桐秀明（茨城大学理学部）
·O15: ドブルの数学的解釈

菊池美宇, 桐原実咲 (茨城県立水戸第二高等学校)

·O16: 少数データにおける機械学習を用いた筆跡鑑定精度向上に関する考察
金澤遼, 國井悠貴 (茨城県立日立第一高等学校)

·O17: 空間ノイズキャンセル実現を目指した基礎実験
畔上穂乃香, 内田匡俊, 田村誠, 前田凜 (茨城県立竜ケ崎第一高等学校)

·O18: 木造建築の耐久性
安陽菜子, 山中麻央 (茨城県立水戸第二高等学校)

·O19: ハコフグ科の形状と空気抵抗
雨村充希, 金子歩夢, 津賀田晴, 松本悦幸 (茨城県立竜ケ崎第一高等学校)

ポスター発表の一覧
·P01: 高い音の活用法

佐々木あおば, 福田真希 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P02: 音でつくる静かな空間
大曽根未蘭, 志賀愛音, 矢口加菜 (茨城キリスト教学園高等学校)

·P03: 河川が氾濫する気象的地形的条件 ～宮田川の現在と過去の比較から～
矢部くるみ, 及川みなみ, 柴田采実, 寺﨑千尋, 澤畠拓海, 竹内俐人, 畠山悠汰, 林田昂大,

湯田尚己 (茨城県立日立第一高等学校)

·P04: マイクロプラスチックによる海洋汚染２
飯塚美久, 北川未来, 根目沢咲季 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P05: 災害用トイレの開発 ～被災地に向けて～
名塚ひなた (茗溪学園高等学校)
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·P06: 握手の前後で雑菌は増えるのか～コロナ禍で意識した危険性～
塚元明希, 鈴木詩織 (茨城キリスト教学園高等学校)

·P07: 栄養価の高いもやしの栽培
飯村陽依, 江原佳奈, 中山采音 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P08: 持続可能な未来と昆虫食
石田凜, 大橋玲愛 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P09: ヌマエビの体色の認識と適応
岩本寛太, 三井田温斗 (茨城県立竜ケ崎第一高等学校)

·P10: 梅染めを色落ちさせない！
江幡爽花, 根本有希菜 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P11: アカザ科ホウレンソウにおける、植物根とエンドファイトの相互作用を高める条件とは
沼尻実愛 (茗溪学園高等学校)

·P12: (発表取りやめ)

·P13: 発酵食品の賞味期限コントロール
菊池彩花, 舘有紗, 菊池和未 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P14: CODを効果的に低下させる条件を探る
住谷ポオラ, 根本志保 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P15: 本番でリラックスすることのできる栄養素とは何か
栗原優衣 (茗溪学園高等学校)

·P16: 植物における紫外線吸収物質の抽出
藤井美月 (茗溪学園高等学校)

·P17: 昆虫はおいしいか？ ～アミノ酸定量法～
川村優菜 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P18: 効果的な菌の減らし方
岩間紅葉, 藤田亜美 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P19: ハイブリッド紙の作成
松浦唯永, 大岡葵, 鯉渕宮帆 (茨城キリスト教学園高等学校)

·P20: バニリン酸イソプロピルの合成の試み
鯨井宏一朗 (茨城県立竹園高等学校)

·P21: ニオブキューブを用いた人工光合成の研究
森田珠莉, 黒羽茉奈, 飛田悠那 (茨城高等学校)
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·P22: リンゴ酢（醸造酢）中のリンゴ酸、クエン酸を中和滴定とガスクロマトグラフィー（GC）
により定量した

飛田悠那, 中井川侑平, 友常拓未, 森田珠莉, 黒羽茉奈 (茨城高等学校)

·P23: カメレオンエマルジョンの研究
倉持怜奈, 木村綾花, 佐伯歩美 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P24: BZ反応の停止・復活における溶存酸素濃度変化
篠崎美沙, 田宮楓 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P25: 導電性をもつ布の開発
安廣伊織, 竹内勇翔 (茨城県立竹園高等学校)

·P26: 光触媒を利用したアンモニアの分解による尿の消臭
加藤優宗, 村上駿貴 (茨城県立水戸第一高等学校)

·P27: 水素貯蔵金属によるボルタ電池の分極防止
上島大夢 (茨城県立水戸第一高等学校)

·P28: 三種の混合溶媒による凝固点降下
権藤怜之, 猪井大輔 (茨城県立竜ケ崎第一高等学校)

·P29: アンチバブルの継続時間について
齋藤愛衣, 酒井晃誠, 高橋登哉, 宮本絆, 森戸凜 (茨城県立竜ケ崎第一高等学校)

·P30: お茶の可能性～天然の界面活性剤～
冨永菜々子, 伊藤陽南 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P31: Zn金属葉～成膜のコントロールと構造解明～
臼井智加, 遠藤理紗 (茨城県立水戸第二高等学校)

·P32: 新しい除草剤をつくる～バラに注目して～
岡田梨李 (茗溪学園高等学校)

·P33: キノコのアレロパシー研究
上野ともか (茗溪学園高等学校)
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学校名 氏名

開催日

12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日

体温

鼻汁

咳

痰

息切れ

臭覚味覚異常

その他

1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日

体温

鼻汁

咳

痰

息切れ

臭覚味覚異常

その他

高校生の科学研究発表会＠茨城大学　体調管理シート

2022年1月8日




