
指定校
番号

学校名 ポスター題目（和文）

2312 学校法人早稲田大学早稲田大学高等学院 粘土化土の物理・化学的性質に対する日本産非表層性フトミミズの及ぼす影響

2313 神奈川県立西湘高等学校 BR反応の反応リズムを化学する

2333 福岡県立嘉穂高等学校 圧力鍋を用いたアンモニアソーダ法の研究

2334 福岡県立八幡高等学校 「英知の泉」水質浄化

2401 北海道釧路湖陵高等学校 魚油から抽出した不飽和脂肪酸を用いた石鹸の実用化

2409 宮城県古川黎明高等学校・中学校 未来の町設計　～津波に強い建物を考える～

2416 栃木県立足利高等学校 足利市の河川におけるプラナリアの生息分布

2420 埼玉県立熊谷女子高等学校 ハロー抗菌試験法による金属イオンの抗菌効果の検証

2421 埼玉県立熊谷西高等学校 銅イオンを導入した硫化亜鉛粉末からの黄色発光

2426 東京都立科学技術高等学校 探査飛行機の究極の翼を目指す

2430 学校法人文京学園文京学院大学女子高等学校 高校生女子における外反母趾発症率

2433 山梨県立巨摩高等学校 櫛形山の環境調査

2438 岐阜県立岐阜農林高等学校 茶粉末飼料添加が鶏体及び鶏卵から孵化までに与える影響

2440 学校法人静岡理工科大学静岡北中学校・高等学校
在来種の減少と外来種の増加には因果関係があるのか　—　淡水カメ類に注目し
て　—

2441 愛知県立岡崎高等学校 翼端渦の抑制

2445 学校法人立命館立命館守山高等学校 大川における底質を中心とした水環境について

2448 大阪府立園芸高等学校 日本未報告のフウリンタケ型Resupinatus属種について

2449 大阪府立四條畷高等学校 チャイニーズリング

2450 大阪府立住吉高等学校 ゼーベック効果～the new power generation method～

2455 学校法人武庫川学院武庫川女子大学付属中学校・高等学校 運動の有無が尿中タウリンに与える影響

2457 学校法人奈良学園奈良学園中学校・高等学校 地下水脈を求めて～地下探査Ⅳ～

2464 学校法人加計学園岡山理科大学附属中学校・高等学校 絶滅危惧種ナガバヤクシソウの局所的固有性における生態と進化的解析

2465 広島大学附属中・高等学校 卵白の泡立ちの研究

2467 学校法人安田学園安田女子中学高等学校 コストが低く効率よく作ることができるダニエル電池とは？

ポスター発表　テーマ一覧 別紙３
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2472 宮崎県立宮崎北高等学校 クルクミンの光褪色反応

2501 北海道岩見沢農業高等学校 分光光度計を用いた土壌中腐植物質の含有量測定

2502 北海道滝川高等学校 滝川に生きるカグヤコウモリの生態

2503 秋田県立秋田中央高等学校 結晶はどのように修復されるのか

2504 秋田県立秋田北鷹高等学校 明暗条件化においてミミズが土壌に与える影響～ミミズの宇宙飛行をめざして～

2505 秋田県立大館鳳鳴高等学校 Air Lift Pump ～エアーリフトポンプの可能性を探る～

2506 茨城県立緑岡高等学校 ケイ皮酸メチルの合成条件～マツタケの香り合成～

2507 栃木県立宇都宮女子高等学校 振動反応の結合

2508 学校法人佐野日本大学学園佐野日本大学高等学校 風力発電機～羽の軽量化～

2509 学校法人白鷗大学白鷗大学足利高等学校 マイヅルテンナンショウの生長と性成熟

2510 群馬県立前橋女子高等学校 国際宇宙ステーションの見やすさの予測

2511 千葉県立佐倉高等学校 “もったいない”からバイオエタノール！～エタノール生成過程の検討～

2512 学校法人玉川学園玉川学園高等部・中学部 へロンの公式の対称性を保った証明とその拡張

2513 神奈川県立厚木高等学校 寒天プラスチック

2514 新潟県立柏崎高等学校 人力ホバークラフトの製作

2515 新潟県立新発田高等学校 落下液体の飛沫の最大飛距離～飛沫感染を防ぐ消毒範囲は何ｍか？～

2516 新潟県立高田高等学校 上越地域を中心としたヤマトシジミmtDNAの地理的変異の研究

2517 新潟県立長岡高等学校 風レンズ風車に関する研究

2518 新潟県立新潟南高等学校 ヤナギトラノオ（Lysimachia thyrsiflora）の生活史

2519 福井県立高志高等学校  「9つの点の問題」の拡張

2520 福井県立武生高等学校 鯖江断層の南端を発見して防災につなげよう

2521 学校法人山梨英和学院山梨英和中学校・高等学校 調理残渣抽出物を活用した環境保全型農業の可能性

2522 静岡県立浜松工業高等学校 感染シミュレーション２

2523 静岡市立高等学校 アスコルビン酸の減少に与えるpHの影響

2524 愛知県立一宮高等学校 電気分解のミステリー　～現れる境界面～

2525 愛知県立時習館高等学校 三河湾の環境調査
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2526 愛知県立豊田西高等学校 有機質肥料を用いた植物の養液栽培

2527 愛知県立半田高等学校 納豆で!!わずか１０秒水質浄化

2528 三重県立津高等学校 月の明るさ　～満月は半月の何倍か～

2529 京都府立桂高等学校 ダイアレルクロスと胚・子房培養を用いた新品種の作出

2530 大阪府立大手前高等学校 等式　……９９９９＝－１　をめぐって

2531 大阪府立高津高等学校 日本と韓国の河川環境について

2532 大阪市立都島工業高等学校 バイオエタノールの実用化に向けて

2533 兵庫県立神戸高等学校 効率の良いうちわの研究

2534 兵庫県立龍野高等学校 褐変しにくい醤油の発見！？～目指せ鮮やかなままの醤油～

2535 島根県立出雲高等学校 出雲に生息する微生物が産生する物質による膵がん細胞の死滅

2536 学校法人大多和学園開星中学校・高等学校 白黒から見える色

2537 徳島県立城南高等学校 防波堤の形状による波高減少効果について

2538 徳島県立徳島科学技術高等学校 LEDを使った植物の水耕栽培

2539 愛媛県立宇和島東高等学校 人工ゼオライトによるプラスチックの熱分解

2540 福岡県立東筑高等学校 コオロギの行動　24時間大追跡　―タイムラプスで分析する不思議な現象―

2541 長崎県立長崎南高等学校 長崎県農産物の摂取によるマウスの肥満予防効果に関する基礎的研究

2542 熊本県立宇土中学校・宇土高等学校 身近なカエルの年齢査定　～SVLとLAGの関係～

2543 沖縄県立球陽高等学校 沖縄方言と標準語の母音の比較

2601 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 「ギリシア数学史」と「数学集成第4巻」命題33における通径の相違点の検討

2602 千葉県立船橋高等学校 界面張力差と石鹸ボートの速度

2603 学校法人市川学園市川高等学校・市川中学校 斜面崩壊の研究

2604 東京学芸大学附属国際中等教育学校 Shewanella oneidensis MR-1 の発電機構 -ペプチドグリカン層の関与-

2605 東京都立戸山高等学校 宇宙開発に向けた宇宙線の遮蔽

2606 富山県立富山中部高等学校 ミドリムシの体内に含まれるパラミロンの量と培地環境について

2607 福井県立藤島高等学校 乳化の量的関係を探る　～水と油と洗剤と～

2608 学校法人大阪医科薬科大学高槻中学校・高槻高等学校
食品でお腹をキレイにしよう！ ～発酵食品による大腸菌繁殖抑制効果について
～
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2609 岡山県立岡山一宮高等学校 アルミノ珪酸塩吸着剤の選択的イオン吸着

2701 北海道旭川西高等学校 冷凍環境下におけるホウレンソウの糖度変化

2702 北海道札幌啓成高等学校 アイソトープ効果は雪結晶に影響を与えるのか～中谷ダイヤグラムへの挑戦～

2703 北海道室蘭栄高等学校 時計反応の反応速度に関する研究

2704 埼玉県立春日部高等学校 液体を落とす高さと粘性が及ぼすミルククラウンの形状変化

2705  横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 ガマの葉の空洞は空気を地下に送るパイプライン

2706 名古屋市立向陽高等学校 ユリの花粉管誘導　～胚珠を訪ねて80 mm～

2707 京都教育大学附属高等学校 線虫の化学走性

2708 京都府立桃山高等学校 ポリオールの不思議　－なぜ凍らないのか！？なぜ凍るのか！－

2709 京都市立堀川高等学校 JR奈良線複線化事業による利便性の向上

2710  学校法人立命館立命館高等学校 ケイ酸ゲルを用いた結晶成長

2711  大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 結び目の射影図と3彩色可能性

2712 大阪府立生野高等学校 活性炭キャパシタの静電容量に及ぼす電解液のアルコールの影響

2713 大阪府立豊中高等学校 色の異なる光がＣＡＭ植物の成長に与える影響

2714 兵庫県立尼崎小田高等学校 マイクロプラスチックの径の大小による有機化学物質の吸着性の検証

2715 兵庫県立明石北高等学校 浸透圧ー分子量測定とその過程ー

2716 奈良女子大学附属中等教育学校 三角形の垂心とトロコイド

2717 岡山県立倉敷天城高等学校 NaCl溶液－Cu電極濃淡電池での起電力発生の原因

2718 山口県立徳山高等学校 クローンの成育環境におけるプラナリアの記憶の継承についての研究

2719 徳島県立脇町高等学校 過重力が植物の成長に及ぼす影響

2720 高松第一高等学校 ミントの繁殖能力について　～ストップ!ミントンテロ!!～

2721 愛媛県立松山南高等学校
水滴が水面ではね返るとき、何が影響するのか　－表面張力と粘性に関する考察
－

2722 福岡県立小倉高等学校 アルカリ形燃料電池用空気極の酸化還元機構

2723 福岡県立城南高等学校 ヒガンバナの他植物に対する研究

2724 長崎県立長崎西高等学校 オオアメンボがエサの探知と配偶行動に利用する水面波について

2725 大分県立大分舞鶴高等学校 餌付けされたニホンザルのヒトに対する行動分析

4 



2801 青森県立弘前南高等学校 細胞性粘菌の走性について

2802 福島県立会津学鳳高等学校・中学校 白色腐朽菌による木材からの糖の生成に関する研究

2803 茨城県立水戸第二高等学校 液状化による住宅被害への対策 ～土のうを用いて～

2804 群馬県立高崎高等学校 手の皮膚常在菌と石鹸による洗浄作用の関係

2805 さいたま市立大宮北高等学校 大宮台地の微地形と小河川の流路に関する考察

2806 千葉県立柏高等学校 光によるミジンコの行動変化

2807 千葉県立木更津高等学校 千葉県君津市西谷地域から産出する化石単体サンゴ

2808 千葉県立長生高等学校 電子顕微鏡を用いた髪の毛の研究

2809 東京工業大学附属科学技術高等学校 トマト果実内における種子の発芽抑制作用について

2810 神奈川県立横須賀高等学校 トウキョウサンショウウオの生態調査

2811 石川県立金沢泉丘高等学校 太陽、青空および雲から降り注ぐ光に対するLEDを用いた分析

2812 石川県立小松高等学校 コウジカビを用いた生分解性プラスチックの分解

2813 長野県飯山高等学校 正座による痺れとSpO2の関係

2814 長野県屋代高等学校・附属中学校 ショ糖の還元力発現について　～二糖のグリコシド結合へのpHの影響～

2815 名古屋大学教育学部附属中・高等学校 遺伝的アルゴリズムとその最適化

2816 愛知県立刈谷高等学校 劣化したシャトルコックの飛行

2817 学校法人名城大学 名城大学附属高等学校 次世代モータの研究開発

2818 三重県立松阪高等学校 ラットの個性（性格）と学習能力の関係性についての研究

2819 滋賀県立膳所高等学校 Leidenfrost現象発生下における液滴の衝突

2820 奈良県立青翔高等学校 生薬で植物の病気を防除する

2821 学校法人ノートルダム清心学園 清心中学校清心女子高等学校 ＢＲ反応の試薬量による違いを探る…そのための反応振動の器械計測に挑む

2822 福岡県立香住丘高等学校 水溶液境界面の拡散速度の測定と溶質物性に関する研究

2823 熊本県立熊本北高等学校 熊本地震と地下水の関係

2824 大分県立日田高等学校 エリンギの原木栽培

2901 北海道北見北斗高等学校 降雨が水質に与える影響についての考察

2902 市立札幌開成中等教育学校 宇宙塵採取手法の開発
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2903 学校法人日本大学学園札幌日本大学中学校・高等学校
ネオジム磁石と金属の相互作用（第2報）～重力加速度測定への電磁誘導の応用
～

2904 学校法人立命館立命館慶祥中学校・高等学校 どこから美瑛川の水は「青い池」に変わっていくのか

2905 青森県立青森高等学校 過酸化水素を用いた化学カイロの研究

2906 岩手県立釜石高等学校 星形正ｎ角形の面積

2907 岩手県立水沢高等学校 月の満ち欠けと表面下温度の関係　Part2

2908 宮城県仙台第一高等学校 立体図形を用いた冪乗和の新しい公式

2909 宮城県仙台第三高等学校 紙おむつによる発電を目指して

2910 山形県立鶴岡南高等学校 アゲハチョウ科の昆虫がグラヤノトキシンを摂取できる理由

2911 山形県立東桜学館中学校・高等学校 おいしく吸収しやすい経口補水液を作る

2912 山形県立米沢興譲館高等学校 透明骨格標本の作製技法の検討

2913 福島県立福島高等学校 Mgイオン二次電池の研究～国産資源を用いた電池を目指して～

2914 茨城県立並木中等教育学校 地衣類の「着生」と「成長」から微環境を見る

2915 茨城県立日立第一高等学校・附属中学校 アルコール‐水混合物における体積減少に関する実験的・理論的研究

2916 学校法人清真学園清真学園高等学校・中学校 Microsoft Excelを使った系外惑星の分類モデル

2917 学校法人茗渓学園茗溪学園中学校高等学校 コーヒーやせっけん水の液滴が液面を走る現象

2918 栃木県立栃木高等学校 微生物が有機物を分解する際の無機リン酸の生成速度についての研究

2919 群馬県立桐生高等学校 効率よく扇ぐことのできるうちわ

2920 埼玉県立浦和第一女子高等学校 ゾウリムシは酢酸溶液の変化によって遊泳行動が変わるか

2921 埼玉県立川越女子高等学校 ビスマス結晶の形と構造色

2922 埼玉県立熊谷高等学校 マンニトールを基質としたエタノール生産酵母の最適条件の決定

2923 埼玉県立不動岡高等学校 ガラス板に現れる等傾角干渉縞

2924 埼玉県立松山高等学校 青空のスペクトルの分析

2925 千葉市立千葉高等学校 身近な物で体毛を再現？！模型を使った体毛の保温性実験

2926 筑波大学附属駒場高等学校 4次元の正多胞体の双対性について

2927 東京学芸大学附属高等学校 幼児期における第一言語の獲得段階

2928 東京都立小石川中等教育学校 強制振動された気柱における音圧分布と境界条件
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2929 東京都立多摩科学技術高等学校 自分たちが使ったものには最後まで責任を持とう!!  ～廃棄物の熱分解によるエネルギーへの転換～

2930 東京都立日比谷高等学校 光の色が植物の生長にもたらす効果

2931 学校法人東海大学東海大学付属高輪台高等学校 ヤマトヌマエビの赤外線に対する光走性実験

2932 学校法人聖マリア学園聖光学院中学校・高等学校 鉄道駅の利用者数の推移の数理的分析

2933 石川県立七尾高等学校 小腸の表面積の推定モデルの作成

2934 福井県立若狭高等学校 小浜市内におけるシカの食害の数値化とシカ急増の原因の考察

2935 山梨県立甲府南高等学校 アブラナ科植物の自家不和合性の研究

2936 山梨県立韮崎高等学校 水中シャボン玉の研究

2937 山梨県立日川高等学校 マリーゴールドによる殺線虫作用と応用

2938 北杜市立甲陵高等学校 鉄分の分析を利用した応用研究

2939 長野県諏訪清陵高等学校・附属中学校 災害救助ロボットの脚部の研究と製作

2940 岐阜県立恵那高等学校 無尾翼機の安定性について

2941 静岡県立清水東高等学校 力積を用いたガウス加速器の性能の解析

2942 愛知県立明和高等学校 重力レンズと等価な光学レンズ

2943 三重県立伊勢高等学校 新時代のジャンケン

2944 滋賀県立虎姫高等学校 ドミノの終端速度

2945 滋賀県立彦根東高等学校 ハノイの塔における各棒間の円盤の移動回数

2946 京都府立嵯峨野高等学校 水力発電における水車形状と起電力の関係について

2947 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校  カーボンナノチューブ最小環CPPの謎に迫る〜フェロセンとの相互作用〜

2948 大阪府立岸和田高等学校 滴定手法を用いた酸性エタノールの殺菌効果の検証

2949 大阪府立泉北高等学校 インターバルカメラを用いた雲の研究方法

2950 大阪府立千里高等学校 銅と硝酸との反応について

2951 大阪府立天王寺高等学校 アリの味覚嗜好性～糖とアミノ酸の比較～

2952 大阪府立富田林高等学校・中学校 南河内地域の水環境保全　〜アユとゲンジボタルの再生活動を通して〜

2953 大阪府立三国丘高等学校 ゼノパス，体色変えて危険をパス

2954 兵庫県立加古川東高等学校 微小重力下での濡れ性を利用した管内流の制御
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2955 兵庫県立豊岡高等学校 兵庫県香美町に自生する「平家かぶら」のルーツを探る

2956 兵庫県立三田祥雲館高等学校 カラーボール追跡システムの 研究

2957 神戸市立六甲アイランド高等学校 オオバヤシャブシの花粉飛散量に関する研究

2958 奈良県立奈良高等学校 電気分解で生成する酸化銅(Ⅰ)の定量と生成過程

2959 学校法人西大和学園西大和学園中学校・高等学校 ELISA法による遺伝子組換え作物の確認

2960 和歌山県立海南高等学校 ハクセンシオマネキ雄のwaving displayの機能を探る

2961 和歌山県立向陽高等学校 イシクラゲの生態と繁殖

2962 鳥取県立米子東高等学校 イカに光るかバクテリア　～発光バクテリアの発光と菌密度の関係～

2963 島根県立益田高等学校 利己的ルーティングのパラドックスによる交通渋滞の解消

2964 岡山県立玉島高等学校 金属イオン添加による鉛蓄電池の放電容量の増大を目指して

2965 岡山県立津山高等学校 津山の干し肉に含まれるうま味成分についての研究

2966 広島県立西条農業高等学校 鳥類の性決定・性分化に影響を及ぼす要因について

2967 山口県立宇部高等学校 宇部市におけるバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の普及について

2968 香川県立観音寺第一高等学校
うどんのゆで汁の処理の原理的方法の開発と一滴の試料の密度を測定できる装
置の開発

2969 高知県立高知小津高等学校 糖の還元能力について

2970 福岡県立鞍手高等学校 プラタナスから得た沈殿物によるコバルトイオン回収の研究

2971 福岡県立明善高等学校 馬鈴薯デンプンの加水分解に伴うヨウ素デンプン反応の特異的色変化について

2972 佐賀県立致遠館高等学校・佐賀県立致遠館中学校 サクラの発芽抑制作用の仕組みの解明

2973 熊本県立天草高等学校 珪藻分析から天草の海水準変動を探る

2974 熊本県立第二高等学校 ダイラタンシー現象の最適条件

2975 大分県立佐伯鶴城高等学校 大分県指定天然記念物カマエカズラの種子の発芽傾向について

2976 鹿児島県立錦江湾高等学校 オゾン濃度測定器（オゾン君）の開発

2977 学校法人池田学園池田中学・高等学校 「二條家内々御番所日次記」から見た江戸時代の天気―「関口日記」との比較―

経験校1 静岡県立磐田南高等学校 遠州灘鮫島海岸に見られる板状海浜砂固結物と鉢巻石の形態と成因

経験校2 大阪市立東高等学校 プラナリアの分裂・再生と光の影響～プラナリアはなぜ光を避けるのか～

経験校3 学校法人金光学園金光学園中学・高等学校 多点観測によるペルセウス座流星群の研究
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