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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: 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, 小倉宏太, 栗原彩藍, 芝田梓紗, 山野百合香 (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, 澤原智哉, 岩沢玲音, 遠藤裕翔, 圷海翼, 市川蒼依, 林憲士朗, 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)

※開催後の追記：新型コロナウイルス感染拡大防止事由により、10演題（口頭 3 演題、ポスター 7 演題）
が当日来場見合わせとなりました。今後の研究に資するよう、提出された発表資料への大学教員からのコ
メントを提供しました。公表済みの研究発表会のプログラムにおいて、発表個別の発表キャンセル等への
表示の変更は行いません。
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