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総合⼤学設置による奄美の⼈⼝減少対策

⿅児島県⽴錦江湾⾼等学校 池上 ⼤祐 他

⿅児島県⽴国分⾼等学校 篠原 あみ 他

⽇本とサウジアラビアの刑法の背景には何があるか
⿅児島修学館⾼等学校

「こうのとりのゆりかご」と「⼦供⾷堂」から考える児童虐待の
原因と⾷い⽌めるための最善の⽅法は何か?

観光戦略における名古屋城⽊造復元の有効性
〜バリの観光開発の事例から〜

⿅児島⿊⽜の新たな広報戦略 「⾼校⽣英語観光案内ボランティア」の提案 環境DNA定量解析によるアユと冷⽔病菌の季節的相互関係の解明 ため池における管理負担を低減した低⽔位管理⽅法の提案

志學館⾼等部 ⼩戝 嬉乃

⿅児島県⽴鶴丸⾼等学校 帖佐 美佑 他

名城⼤学附属⾼等学校 福岡 康之介

岐⾩県⽴岐⾩⾼等学校

君に贈る優しいトイレ〜２０２０年の東京オリンピックに向けて〜 折り紙の研究により被災地の問題対策を改善する 鯉を⽇本の⾷卓へ

ポスター発表の部 Poster Presentation ①〜④ 13:00〜14:15 ⑤〜⑧ 14:30〜15:45 ⑨〜⑬ 16:00〜17:20

蒲⽣川河川敷で⾒られる⾙化⽯層の堆積環境から地殻変動を探る

⽔環境に悪影響を与えない洗剤を作ることはできないのか 最先端技術の活⽤で独居⽼⼈の命を救う

ヤクシマエゾゼミはなぜそこにいるのか？ ⾞のフロントガラスの解氷スプレーの開発

坂之上 陽花 他

宮崎県⽴宮崎⼤宮⾼等学校 今⽥ 義智 他
原⼦⼒発電所の与える経済的影響〜⿅児島県川内原⼦⼒発電所を事例に〜

⿅児島県⽴国分⾼等学校 平⽥ 健晃 他

⿅児島県⽴錦江湾⾼等学校 安留 千加 他

⿅児島県⽴錦江湾⾼等学校 ⽯本 優真 他

⿅児島県⽴甲南⾼等学校 ⾺場 莉⼤

⿅児島県⽴国分⾼等学校 平 実奈 他

常川 光樹

⿅児島県⽴国分⾼等学校 ⼋ヶ代 圭⾳ 他 ⿅児島県⽴錦江湾⾼等学校

⼈⼯⼼臓の製作

宮崎県⽴五ヶ瀬中等教育学校 安⽥ 遥

いちき串⽊野市の中学⽣のための学習⽀援環境整備

内村 優希 他

安全，安価，⾼確率に！ ⼤量ヤスデの建物侵⼊を防ぐテープ！

浮遊粒⼦状物質(SPM)測定器の開発

イヌリンが便通改善をするしくみの解明

⿅児島県⽴⼤島⾼等学校 森 悠⾥

宮崎県⽴五ヶ瀬中等教育学校 澤⽥ 若奈

⿅児島修学館⾼等学校 堂原 菜央

⼭陽⼥⼦⾼等学校 ⻑崎県⽴⻑崎南⾼等学校 ⼋幡 紗⽮ 他

⾵⼒エネルギー×町おこし スポーツを通した国際平和の実現

スライド発表の部 Oral Presentation  ①〜③ 13:00〜14:15 ④〜⑥ 14:30〜15:45 ⑦〜⑩ 16:00〜17:15
講堂(2階) ＜分野１:地域課題分野＞  中研修室1(４階) ＜分野２:国際問題・環境・観光分野＞  中研修室２(４階) ＜分野３:⽣物分野＞  中研修室３(4階) ＜分野４:⼯学・基礎科学分野＞

宮下 彩寧 兵庫県⽴加古川東⾼等学校 ⼤塚 菜⽉ 他宮崎県⽴五ヶ瀬中等教育学校 ⽵尾 萌 神村学園⾼等部 肱岡 淳⼤ 他
データに⾒る市⺠の「広島市」に対する愛着と誇りについて ⽣命倫理と⼈間原理の融合 〜医療倫理への応⽤は可能か〜 南⽇本における港のアリの地域間⽐較 −外来アリのモニタリング ネオジム磁⽯球を⽤いた地磁気の測定

近畿⼤学附属⾼等学校 廣井 義倖

⿅児島県⽴甲南⾼等学校
⾼齢者誘致による経済活性化の有効性についての検証 モリンガとガーゼによるインドの⽔質改善 海⽔の栄養分に着⽬したグリーンタイドの原因の解明 ロボティック医療の歴史とこれからの活躍

広島市⽴広島中等教育学校 望⽉  美⾥ 他 札幌⽇本⼤学⾼等学校 宮本 悠史

佼成学園⼥⼦⾼等学校 伊藤 ⾳愛

池⽥学園池⽥⾼等学校 浅井 嘉乃 他

三⽥国際学園⾼等学校 佐藤 美結 他

持続可能な林業を実現 体験型モデルハウスで⽊材価格を引き上げる 瀬⼾内海の海洋ごみ問題の解決に向けての⼥⼦⾼⽣の挑戦 簡易組織培養法を開発し絶滅危惧種ナガサキギボウシを救え

原発再稼働が地域経済に与える影響 外国⼈労働者およびその帯同家族の⽀援問題 カスミサンショウウオの性フェロモンと受容体 について
岐⾩県⽴岐⾩⾼等学校 深澤 俊輔 他 岐⾩県⽴岐⾩⾼等学校 河野 有⾹ 他

The Importance of a Rainbow Diversity Group in a School ミドリムシが植物の成⻑に与える影響について
⿅児島県⽴甲南⾼等学校 ⼭神 洸⼀

神村学園⾼等部 友成 遼平

⾚⽊ 春⾹ 他

⻑崎県⽴⻑崎東⾼等学校 中尾 栞緒 他

⻑崎県⽴⻑崎東⾼等学校 成⼭ 実優 他

兵庫県⽴加古川東⾼等学校 福嶋 陸⽃ 他

⽣態系を考慮した河道掘削案とその評価⽅法 もみ殻を最⼤限に活⽤したバイオエタノールの⽣成〜酸加⽔分解
による効率の良い糖の作り⽅〜

遠⽮ 万莉

ホワイエ(2階) ＜分野１:国際課題・観光分野＞  ホワイエ(2階) ＜分野２:国内課題分野＞  ⼩研修室2(２階) ＜分野4:⾃然科学分野＞ ⼩研修室1(２階) ＜分野3:地域課題分野＞

⻑崎県⽴⻑崎南⾼等学校 川崎 あかり 他

兵庫県⽴加古川東⾼等学校 ⽶⼭ 玲緒 他

宮崎県⽴⾼鍋⾼等学校 森 ましろ 他 宮崎県⽴⾼鍋⾼等学校 横尾 諒⾺ 他 ⻑崎県⽴⻑崎南⾼等学校 峰 萌々 他宮崎県⽴宮崎⼤宮⾼等学校 ⼟持 莉奈 他
How can we reduce the use of plastics in our everyday life ?
-A case study of New Zealand- 使⽤する紙の削減 ⾵船はどこまで膨らむのか？〜最⼤体積と膨張メカニズムの数式化〜避難所ＨＵＧの学校教育への導⼊

佼成学園⼥⼦⾼等学校 ⼤前 友紀恵 他 東京都⽴⼤泉⾼等学校 岩野 志織 他名城⼤学附属⾼等学校 榊原 莉⾳

⿅児島修学館⾼等学校 ⻄野 玲旺

⿅児島情報⾼校 井⼿⼝ 勇気 他

⿅児島県⽴甲南⾼等学校 塩満 明以

Ocean Cleanup Systemを⽤いたプラスティックの回収 外国⼈労働者の受け⼊れにあたって GISと環境DNAを⽤いたカスミサンショウウオの⽣息地の発⾒及び未来予想

⿅児島県⽴甲南⾼等学校 ⽥尻 海輝

岡⼭県⽴岡⼭⼀宮⾼等学校 ⽔川 慶紀

宮崎県⽴五ヶ瀬中等教育学校 岩隈 理紗

名城⼤学附属⾼等学校 本⽥ 早伽

スポーツ競技における，遺伝⼦編集⾏為への対処について ウナギを守るため消費者の意識・⾏動を変える シラスブロック舗装でスリップ事故を減らすつながれ！五ケ瀬！〜地域コミュニティを強化せよ〜 

イエナプラン教育 (Jenaplan School) 幼少期の⼝腔教育の向上 科学の⼒で絶滅を防ぐ創造都市論にもとづいた中⼼市街地の可能性
姫路市⽴姫路⾼等学校 ⻑⾕川 裕真

桜島の噴⽕時における家族間の連絡⽅法を確⽴するために

インターネットが及ぼす観光地への影響 知的障がい者の⾃⽴に向けた買い物学習と財布の開発 トレハロースを添加した溶液による⾼校化学実験街道観光を活⽤した愛知の観光戦略の課題と考察~信⻑攻路を例として~
近畿⼤学附属⾼等学校  松宮 智⼦

神村学園⾼等部 ⻄中間 ⼤湖 他

宮崎県⽴⾼鍋⾼等学校 荻原 未悠

⿅児島⾼等学校 ⾼原 弘祐 他 岐⾩県⽴岐⾩⾼等学校 横⼭ 光海

宮崎県⽴⾼鍋⾼等学校 加藤 彰太

⿅児島県⽴鶴丸⾼等学校

熊本県⽴済々黌⾼等学校 吉⽥ 真唯

⻑崎県⽴⻑崎東⾼等学校 川添 天⾺ 他

⿅児島県⽴武岡台⾼等学校 ⼤賀 春佳 他

消防団を通じた外国⼈住⺠との共⽣ ⽇本の社会保障給付とその国⺠負担の関係を改善するために ジャイロミル型⾵⾞の形状と回転効率の関係

今だからこそ問いたい、⾔語習得の必要性 ⼥性の社会進出について ⼩さな世界のヤンバルトサカヤスデの動きを追え！

市⺠の⼒で北九州を住みやすい街に

消費税率と幸福度の相関 災害への備え〜栄養強化型乾パンの提案〜 グリーンフラッシュの謎に迫る。 〜狭い隙間を通過する光は緑⾊に輝く〜半⽥市の多⽂化共⽣の現状と提案
⿅児島修学館⾼等学校 砂坂 栞吏

⿅児島修学館⾼等学校 寝占 泰志

名城⼤学附属⾼等学校 ⽥中 璃奈

名城⼤学附属⾼等学校 川尻 若奈

宮崎県⽴宮崎⼤宮⾼等学校 川﨑 裕也 他

⿅児島県⽴鶴丸⾼等学校 ⽯窪 美莉依 塩⾕ 明⽇⾹ 他

災害による観光客減少からの回復 徳之島の⿂類を探る

明治学園⾼等学校 ⼭⼝ 樂々賀

宮崎県⽴宮崎⼤宮⾼等学校 ⾼村 唯⾵季 他

三⽥国際学園⾼等学校

牡蠣で海⽔をきれいにしよう

⼊射球にネオジム磁⽯球を⽤いたガウス加速器の加速メカニズムの解析 その⼀

⿅児島⾼等学校 別府 宏⼤

⻑崎県⽴⻑崎東⾼等学校 秋丸 貫太 他

防災における外国⼈のための地域コミュニティ強化の必要性 超・フードバンク構想 炎⾊分光光度計による各⾦属イオンの定量測定⿅⾁の普及率を上げる
名城⼤学附属⾼等学校 三畝 陽⼤

神村学園⾼等部 ⼭崎 陽菜 他

熊本県⽴済々黌⾼等学校 佐藤 千尋 ⿅児島県⽴錦江湾⾼等学校 福地 彩根 他

⿅児島⾼等学校 餅⽥ 樹

発表時間帯については多少前後する可能性もありますがご了承ください。プログラムなどについて何か不明点等がありましたら、受付までおこしいただくか⻩⾊の名札を付けた運営スタッフに
お尋ね下さい。また、プログラム及び要綱集は受付にて販売しておりますので、受付にてお申し付けください。


