
国際発信（海外研修代替事業） 

 本校の海外研修は，シドニーとロンドン研修が１年おきに，これまで３回ずつ実施されてきました。いずれ

の研修も，参加生徒には課題研究を課し，その成果を訪問先の学校で発表することで，生徒同士の交流を深め

てきました。昨年度３月のシドニー研修（４回目）は直前に中止となり，その代替事業は，準備してあった口

頭発表６件をオンライン発表し，訪問予定であったシドニー大学の高塚正浩先生と CSIRO の鈴木肇先生に，講

評していただきました。また，今年度３月の英国研修（４回目）は，９月中旬に中止が決まり，急遽代替事業

を考案しました。オンラインでの研修となるため，時差の少ない海外地域で交流相手校，または大学の研究者

を探したところ，本校ＯＢの伊藤慎庫先生が南洋理工大学（シンガポール）で研究室をもっていらっしゃるこ

とが分かり，生徒が取り組んだ課題研究を英語でオンライン発表し，伊藤先生とその研究室の研究員，大学院

生，あわせて４名の方に講評いただく方針で研修を企画しました。 

 

 

オーストラリア研修代替事業「海外研修生徒 発表交流会」 

【目的】 

新型コロナウイルス感染症第一波による緊急事態宣言で、昨年度３月の「オーストラリア海外研修」は直前

で中止となった。参加予定生徒の落胆は大きかった。彼らは英語での研究発表を完成させており、本校で位置

づけた海外研修の意義を達成するためにも発表の場を保障することを目的に企画した。 

【研修内容】 

◇ 日 時  令和２年８月５日（水） 

◇ 会 場  ウィルあいち第５・７会議室 

◇ 発表者  愛知県内 SSH 校生徒 30 名（内本校生徒 18 名） 

◇ 助言者  シドニー大学 高塚正浩先生、CSIRO（オーストラリアの公的研究機関） 鈴木肇先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事後アンケートの結果】 

  ① 選択式回答 

問１ 新たな疑問点が見いだされ、問題意識を感じることが 

出来た 

問２ 国際交流には言語能力だけでなく幅広い知識を活用し 

て問題点や疑問点を深く追究すること（探究すること） 

が大切であると感じた 

問３ 研究を進めるには、国境を越え共通のテーマを持つ者と 

コミュニケーションを取る必要があると感じた 

問４ この発表交流会に参加して、研究成果の国際発信に対す 

る自分の気持ちや考えが大きく変化した 



問５ 研究の成果をどのような方法で国際発信するのか理解することができた 

問６ この発表交流会の内容はとても有意義であり、他人と是非共有したい（他人に知らせたい）と思った 

問７ この発表交流会に参加して、本校で実施する海外研修に参加したいと思った【１・２年のみ】 

② 記述式回答の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英国研修代替事業 「課題研究を英語で発表しよう（ＮＴＵ研修）」  

【目的】 

「課題研究を英語で発信することにより，探究心と英語によるコミュニケ－ション能力の向上 

をはかる」を目標に，文系・理系分野を問わず探究活動に取り組み，課題研究の進め方，英語発信 

のスキルを習得する。 

【研修内容】 

各自の問題意識により課題研究のテーマを決め，実験・観察，調査などの探究活動を進める。この成果をま

とめ，英語で口頭発表する。研修内容，日程を示した上で，１，２年生普通科全員に参加希望を募ったところ，

１４名生徒が参加希望し，グループ分け，テーマ設定を行い，６本のテーマで進めた。なお，発表には，Zoom

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞを使用した。 

（対象）海外研修を強く希望する生徒のうち，課題研究をまとめ英語で発表することに興味を持つ 

生徒（研究発表者 14 名，発表件数 6件），発表当日の聴講を希望する生徒（10名） 

（スケジュール・発表テーマ） 

〈Day〉Fri, Feb 5 , 2021 〈Place〉Chemistry lecture room 

 〈Application time〉15:15 – 18:00 (JST), 14:15 – 17:00( SGT) 

 
15:15～15:35  Preparation, Opening 

Oral session［10min Presentation,5min Q&A］ 

15:35～15:50  OP1“Reuse Silica gel”  

15:50～16:05  OP2“Preventing Disaster caused by Heavy Rain” 

16:05～16:20  OP5“Eco-friendly Plastic by Glucide -strength of string made of sodium alginate-” 

16:20～16:30  Break  

16:30～16:45  OP3“The most suitable pH of the enzyme included in the rennet” 

16:45～17:00  OP4“How to Reduce Single-Use Plastic  -our attempt- ”  

17:00～17:15  OP6“The reason for the differences of dissolution speed depending on solvents” 

17:20～17:50  Review 

17:50～18;00  Acknowledgements, Closing 

 

・今まで探究という言葉は自分が疑問に思ったことを解決するための、いわば自分が満足するた

めに行うことという認識があった。しかし今回の発表会で、ただ調べてわかったことを発表する

のではなく、それをどのように活用するのかや自分の研究の意義は何かを伝えることが重要だと

いうことを知って、この認識を改めなければならないと感じた。(中略)この言葉の本質は自分の

知りたいことや興味を持ったことを調べるだけで終わらせるのではなくそこからさらに深い場所

を学び、それがどのようなジャンルのものに活用、関わりを持つのかを考えるということにある

ことがわかる。 

・自分の小学校からの活動を振り返ってみると何か興味を持ったことを調べ学習することはあっ

たが、それより先のステージに進んだ経験はないように思う。だから今後は探究という言葉の意

味を考えて活動していくことを意識したい。 



（講評・質疑）NTU Workshop advisers 

Nanyang Technological University School of Physical and Mathematics  

Division of Chemistry and Biological Chemistry 

Dr. Shingo ITO (Assistant Professor, Principal Investigator)  

伊藤慎庫 先生 （本校卒） 

Dr. Qiang－Qiang Li (Postdoctoral Researcher)  

李 強強 さん 

Yosuke HAMAMOTO (Graduate student) 

濵本洋輔 さん 

Xinjiang Zhang (Graduate student)  

张 鑫江 さん        https://sgitolab.com/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【事後アンケート】 

設問Ⅰ(選択式) (1)～(5)の項目について、選択回答。 

［選択肢］  □ 強くそう思う □ そう思う □ あまりそう思わない □ 全くそう思わない 

(1) 来年度，海外研修の機会（本校主催のものと他主催のものを含めて）があれば，是非参加しようと思う

ようになった 

(2) 将来，留学するときや，海外勤務になったときに，この研修は役に立つ経験になると思った 

(3) テーマ設定からまとめ，発表までの流れ全体をほぼつかめた 

(4) 英語で口頭発表したことにより，英語学習の意欲がさらに高まった 

(5) 他グループの発表内容や，質疑の内容は，ほぼ理解できた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（読み取れること） 

将来の留学や海外赴任に対する意識は非常に高く，英語学習への意欲がさらに高まったこと。 

 

設問Ⅱ(記述式) 研修前後で，課題研究や海外研修に対する考えや気持ちの変化を具体的に記述。 

 （読み取れること） 

研修を通して生徒の変容が明らかに読み取れる回答が多く，今回の事業がグローバル化社会で活躍する人

材育成に向けて，大変効果的であったこと。 

図１ 発表生徒の回答（回収

14 名） 

図２ 聴講生徒の回答（回収 10 名） 

※当日の動画をご覧になりたい方は教頭（松原）までご連絡ください。ただし，本校保護者の方，
SSH 校の担当者，管理機関の方に限らせていただきます。 



（発表生徒の記述 回収 14 名） 

私は、今回の NTU研修で、実験し探究することの奥深さや、研究をまとめることの難しさを学びました。また、化学の

実験は様々な細かい条件が絡み合って結果が出るということを実感し、条件を合わせて何度も実験を重ねなければ

いけないと思いました。英語での発表にあたり、英語をきれいに話すことだけでなく、相手にどう伝えるか、何を伝えた

いか、を考えることが重要であると改めて感じました。また、シンガポールの先生方からの質問の受け答え時に自分の

英語力の無さを実感しました。これからのグローバル社会において、英語で会話ができるということは必要であり、私自

身世界中の人々と意見を交わせるようにするため、より一層英語の勉強に力を入れていきたいと思います。(１年女子） 

この研修を通して、課題(問題意識)は自分で見つけていくものだと思いました。1つの実験を行っただけでも、そこから

考えられる更なる実験や考察、不足していることなどが多くあります。それらを見つけて新たな課題として取りあげ、追

究していくことが『深い』研究につながると思いました。また、周りのとても高レベルな英語に触れ、英語学習への意欲

が高まると共に、自分の英語力を更に向上させた上で、海外の方にどれほど通用するのか試してみたいと、海外研修

への思いも強くなりました。(１年男子） 

五ヶ月ほど前に研究を始めた時点では正直なところ、自分が英語の台本を完全に理解・暗記して海外の人に対して

発表することはもちろん、研究をまとまった形にすることすら想像できていませんでしたが、最終的には素晴らしい形で

まとまって良かったと本当に思っています。研修をしてみた感想として確実に言えることは、活動を通して思考する能

力や研究をまとめる能力だけでなく英語を話す能力やスピーチをする能力が上昇したということです。これらの能力の

向上は、今後このような研究発表を行うときにとどまらず、外国人とのコミュニケーションなどの様々な場面においてと

ても役立つと考えられ、大変有意義な活動をすることができたと思います。また、基本的にこのような活動に対して消

極的であったので、これからは以前よりも積極的に参加していきたいと考えています。(１年男子） 

最初は興味半分でなんとなく応募して参加しました。説明を聞いたり実際に研究を進めていくうちにものすごい大変な

事業だという事を理解していって大変なものに手を出してしまったなと後悔することが度々ありました。最初は部活や

テストなどの合間をぬって少しずつ進めてましたが提出期限に遅れたり、時間もオーバーしたりして全然上手く行きま

せんでした。その時に、だんだんと上手くいかない自分が嫌になって悔しかったが、時間を有効に使うことで本格的に

進めるようになりました。すると少しずつですが結果が出てきて、研究を面白いと言ってくれる先生方もいらっしゃって

とても嬉しかったです。ですが日本語版が完成してきた頃に英語翻訳が始まりました。僕は英語が好きなので日本語

版に比べれば全然苦ではありませんでした。しかし同じ班のもう１人が体調不良になってしまった時、自分が負担をか

けてしまっていたかなとすごく思いました。そこで恩返しというと言いすぎですが、今までやってくれていた借りを返した

いと思って好きな英語翻訳を頑張りました。いろんなことがあった中でも結果いい形になり、いろんな先生方にいいプ

レゼンだねとか英語の翻訳がいいとか発音がキレイだねと言われて本当に嬉しかったです。いまは最初の頃の後悔

はあまり感じません。とても楽しい時間を過ごさせていただきました。今年海外研修が出来ればぜひ参加したいなと思

います。本当にお世話になりました。(１年男子） 

この研修を受けたことで、私は研究の流れ、実験、まとめ方などを、実際に体感し、なんとなく掴むことができたのでは

ないかと感じた。特に、ペース配分、時間の使い方に関しては、しっかりと考えて研究を行わなければいけないことを

痛感した。また、今回この NTU研修で、研究を海外の大学の方に英語で発表するなど貴重な経験をした。これによ

り、私は実際に研究を海外で発表する、ということをしてみたいという気持ちが生まれた。(１年男子） 

この研修では多くのものを得ることができたと感じている。英語の技能や研究のまとめ方、プレゼンテーションでの話し

方など。半年近くに及ぶ長いプロジェクトではあったが最後まで完走する事ができてとても嬉しい。来年度も同系のプ

ロジェクトに参加するつもりです。(１年女子） 

元々、「海外に行きたい」という思いが強くてこの研修に参加したが、海外へ行くことが出来なくなってしまったので、そ

んなモチベーションで研究ができるのだろうか、と不安だった。研究なんて自分でやったことは無いし、他の人の研究

発表を見てすごいと思った経験しか無かったので、最初は研究をして発表するなんてことが出来るとは思わなかった。

担当の先生や生徒と話し合い、テーマを決めて実験をし、研究は楽しいものなのだと気づいた。仮定通りの結果が得

られても得られなくても、その原因や、次に繋げるにはどうすればいいのかなどを考えるのは難しいけど面白いことだと



思った。研究発表を英語で行い、先生方から質問やアドバイスをもらって、まだまだ研究することは沢山あるのだと気

付かされると同時に、研究とは面白い行為なのだということを知った。これからもこのような研究を出来たらいいなと思

う。(１年女子） 

今までは、自分の英語でリスニングとスピーキングは海外研修でも通用すると思っていたけれど、今回の質疑応答の

時に、自分に問われていることに緊張してしまい質問の意味が聞き取れなかったうえ、言いたいことを言えなくて悔し

かったです。次回海外研修に参加するときに向けて、研究内容をしっかりと伝えることはもちろん、予想外の質問にも

対応できるよう英語力を高めていきたいです。(１年女子） 

実際に自分の研究を発表し終えて、もっと英語を知り、表現できるようになりたいと思いました。英語の質問を理解する

ことが困難で、自分の言いたいことが上手く言葉に出来ず、もどかしかったからです。また、研究をより深く行うアドバイ

スをいただき、先のことについてより明るくなり、研究への意欲がより湧きました。(２年男子） 

今回、この研修に参加させていただいたのは研究活動をしたかったという思いが強く、英語にはそれほどの思いも自

信もありませんでした。ですが、参加したことで英語に苦手意識を持って関わっていかないということはとても勿体ない

ことであると感じ、もっと使えるようになりたいとも思いました。学校の授業で学べる英語は限られていて、こういった実

践的な活用はとても貴重で大切であると思いました。英語を使って人にものを伝えるという体験ができてこれからのよ

い糧になったと思います。(２年女子） 

海外研修がなくなってしまったのはとても残念だったが、今回の発表は自分に自信をつけられたいい経験になったと

思う。最初は全然ダメダメだったが、最終的に英語でスラスラ喋れるようになったことで、やればできると思えたし、英語

で喋ることを楽しく感じ、大学に行ったら留学してみたいと思った。研究は、思いどおりにいかないことが多くて、何回も

実験するのが面倒だと思うこともあったが、失敗から得られる新たな見解もあると知り、失敗を繰り返してもめげないこと

の大切さを学んだ。またゲストの先生の話から自分を貫くことの大切さを知った。大学でする研究でもめげずに頑張り

たいと感じた。(２年女子） 

私が明和高校を志望した 1番の理由であった「ウェストミンスター校」との交流が、コロナウイルスの感染拡大の影響で

出来なくなってしまいましたが、先生がこのような機会を設けてくださり、研究を海外に向けて発表することができまし

た。英語のスキルが必要とされるのはもちろんですが、私は同時に母国語の重要性を再確認しました。日本語で伝え

たいことがはっきりしていないと英語で発表したり、英語の質問に答えたりすることが出来ないためです。また、私は環

境問題をテーマに研究したので、学校の学びを日常でよく目にする問題に応用させることができたと感じました。私は

環境団体に入っているので、研究を通して培った知識を活かしたいです。今後はオンラインの需要が高まり、海外へ

自分の主張を発信する敷居が低くなると思います。次は大学で、より英語に堪能になって、知識も増やしてから留学

に再挑戦します。（２年女子） 

5か月間、実験を重ねて考察したり、分かりやすい発表になるように工夫するだけでもやりがいがあったし、一つの発

表を長い時間をかけて作っていくことも初めてで本当にいい時間を過ごせた。沢山の人との関わりや司会など今まで

の自分では考えられなかった新しいことをたくさん経験させてもらえて、自分に自信が持てたし、将来の夢へのモチベ

ーションも上がった。自分の成長を今までで一番感じられたこの経験は、絶対に私の人生にとって大切なターニング

ポイントになったと思う。(２年女子） 

この研究を通して、自分の研究に対する深い理解、英語力の向上はもちろんできた。それでも、質問は理解できず、

英語へのやる気につながった。ただ、今回はこれらのことよりも最後の伊藤先生の講評が印象に残っている。なぜ明

和に入るのかを考えたし、今はなぜ大学に入るかを考えている。それ以外にも、人生、生き方などなど、考えまくって

いる。そして、行動をしないといけない。伊藤先生はこういった話を上手くまとめ、ほとんどの生徒に影響を与えてくれ

た。僕は自分の考えていることをわかりやすく説明する力をつけないといけない。だから文系に行く。ただ、理系の伊

藤先生にこういったことを考えさせられた。まとめる能力がないので、ぐだぐだだがこの研修が僕の今後の人生にいい

影響を与えたのは言うまでもない。(２年男子） 

 



（聴講生徒の記述 回収 10 名） 

私には考えられないような内容ばかりで驚きました。まず、研究のテーマを決めていくのすら難しそうなのに、自分たち

で仮説を立てたり、実験方法を考えたりするのはとても大変そうだなと感じました。今回発表した方々がどんな感じで

調べたり、相談したりしているのか見たいと思いました。また英語に翻訳するのにすごい単語ばっかりだと思うのです

が、沢山表現のある中から上手く伝わりやすい語句をどのように探し当てはめるのかも知りたいと思いました。そして今

回わたしも人前で発表をすることをもっと大事にしようと思いました。(スピーチとか。) 皆さんが発表する姿を見て文で

伝えるのも大事ですが、表情からも情報が得られることがわかりました。自分が疑問に思ったことを伝える時は、すこし

眉毛を寄せてみたりなど。できるだけ話している時と同じような表情の豊かさが出せればいいな思いました。 

（１年女子） 

知り合いや同学年の生徒が発表をする姿をみてとても感銘を受けた。血の滲むような努力をして発表をする彼らの姿

はかっこよかったし、自身も英語の勉強をしようと思った。課題探究の活動に興味が全くなかったのだが、今回の研究

内容や発表を受けて、少しこの活動に携わりたいと思った。英語で発表をする、質疑応答をする、という点でネイティ

ブのようでない英語で発言すると発表前は思っていたが、実際スラスラと綺麗な発音で話していて本当にすごいと感じ

た。（１年女子） 

最初はもっと難解な課題に取り組み、ほとんど私たちには理解出来ないことについての話が多いと思っていましたが

身近な事柄から課題を設定していて発表者の方と一緒に考えを巡らせることができました。しかし、流暢な英語で話す

とこのような話題であっても聞き取りにくくなってしまうことから、もっと英語力を高める必要があると感じました。これから

は英語しか伝わらない社会で勉強し、働き、生活する機会も多いと思います。その時に今回のようにその場に流され

てしまうと不利益を被ることがあると思うので、このような機会を利用して高校生のうちに慣れていくことが出来て良かっ

たです。また、短期間での準備にも関わらず質の高い発表だったと思いましたが、質疑応答を聞いているとなるほど、

ここをより詰めるといいのか、と思うことが多々ありました。ほとんどの班が少人数での活動だったので視点が偏り、その

観点のみで満足してしまったからではないかと思います。次の発表の時には、より深く研究を突き詰めていくために、

その分野の研究をしている人や、逆に全く関連していない人にも意見を聞いてみるといいと思います。（１年女子） 

私はもともと海外で勉強したいと思っていました。さまざまな国の人と交流して自分の価値観を広げることができたら、

仕事をし始めた時とても役に立つと思っていたからです。今回の発表を聞いて我ながらよく理解できたと思います。自

分の英語力に自信を持つことができました。しかし、いざ自分が話すとなると、言いたいことが正確に伝わらないことが

多々あります。今日発表していた子たちのように自分の気になることをとことん追求する姿勢は、私も見習わないといけ

ないと、強く実感させられました。（１年女子） 

今回、同じ部活の友人が課題研究をしていたということもあり聴講したのですが、得られたものがたくさんありとても嬉し

く思います。まず、課題研究の発表と海外の大学の教授や研究員の方との交流の様子を直接みることができ、英語学

習や研究内容の理解へ意欲が高まりました。それから、最後に伊藤先生からお話を聞き、今の自分の勉強に対する

姿勢や将来自分がどうなりたいか、何をしたいのかを深く考えさせられました。今回聴講して得たものを今後にも活か

していきたいと思います。ありがとうございました。（１年女子） 

同世代の人とは思えない位ハイレベルで自分も負けてられないと思えた。それと同時に研究をしたいと強く感じた。Ｍ

Ｃ（課題探究基礎）の時間とは違った味があって面白かった。また、伊藤先生の話も聞けて良かったなと思った。苦手

な事にもチャレンジしなければと考えられる様になれた。自分の英語能力の無さにも気づけ、色々な角度から触発さ

せてもらえた貴重な時間だった。ありがたかった。（１年女子） 

どの研究も内容に圧倒されたし、英語もレベルが高くてあまりついていけなかったですが、海外の人とやりとりしてる同

級生や先輩を見て、自分もこうやって将来海外の人と議論できたらいいなと思いました。また、今回の研究発表を見さ

していただいて、発表内容について伊藤先生などがよくこの場合は？というような質問をされていました。そして、課題

研究において、いろいろな角度からものを見ることの大切さを感じました。私も来年課題探究があるので今回学んだこ

とを活かしたいです。（１年男子） 



昨年度のオーストラリア研修に参加して、同級生や先輩のプレゼンテーションを聴いていたが、今回のグループの方

々は英語のスピード感があると感じた。また、ネイティブでない人の英語を聞いて理解することの難しさも感じた。普

段、リスニングなどの教材の多くはネイティブの方の発音なので、英語を非母国語として話す人がたくさんいる今の時

代では、ネイティブでない人の英語にも慣れておく必要があると改めて思った。決定したテーマを短期間でどこまで追

究できるか、は課題探究や研究などでも大切になってくるのだろう。来年の海外研修に参加する予定はないが、再来

年以降に留学して、異国の人と研究内容の共有をすることができたらいいと思う。（２年女子） 

私は昨年オーストラリア研修に向けて研究し、準備を進めたものの行くことができなかった。そうではあったが、それ以

来このような英語で何かをするものに興味を持ち、今回も聴講生として参加した。昨年は私も課題研究を行ったし、周

りの友達のものもたくさん聞いたが、その当時に比べ研究内容がよく理解できる気がして私の英語力と科学の知識の

進化を感じた。（２年女子） 

限られた時間の中でこれほどまでに完成度の高い、綿密な研究を行うことができるのかと驚かされました。現在、自分

も課題探究で研究を行っている最中なので、今回の研修で聴講させていただいた彼らの発表を参考により良いものを

つくっていけたらと考えています。今回のように英語での発表を行ったり聴いたりすることは、英語に親しんだり海外の

人と交流したりする上で非常に重要な経験になると感じたので、ぜひこれからもこのような機会を学校の中でも設け続

けて行ってほしいです。（２年男子） 

 

 

 

※課題研究のアブストラクト（グラフィックアブストラクト）は以下の通りです。 



Reuse Silica gel 

-Make a surgical mask to prevent 

 glasses from getting foggy- 

Meiwa Senior High School Oto ISHIGURO Ayumi WATANABE 

 

1 Introduction 

 A lot of people started to wear masks because of the pandemic of Covid-19, and problems with 

mask occurred. We focused on the foggy glasses. Then, we thought about using Silica gel (a type 

of drying agent) to prevent glasses from being fogged up. 

 

2 Experiments 

 First, we did basic experiments to check Silica gel’s ability to absorb water. We exposed 

Silica gel to the air and measured the weight of Silica gel many times. We changed the type 

of silica gel, and we compared the results. Also, we reactivated the Silica gel by microwaving 

and did the same experiment. 

 Next, we did practical experiments to check the effect of the mask with Silica gel. We used 

a mannequin and imitated the situation where a human is breathing (Figure1). We made three patterns 

of Silica gel inside the mask and compared each ability to absorb water and prevent foggy on 

glasses.  

 

3 Results and discussions  

 From the basic experiments, there are no differences with the type of 

silica gel. Also, regardless of the frequency we reactivate Silica gel, 

it can absorb water efficiently. We can reactivate it by microwaving 

it for 1 minute, three times. 

 From the practical experiments, the pattern of putting three bags that 

contain 3g of silica gel on the mask is the most effective to prevent 

the foggy on glasses (Figure 2). 

 

4 Conclusions 

 In this experiment, we could not test the real effect when humans wear 

the mask with silica gel and the comfort to wear the mask. As issues 

we need to work on, we are thinking of asking more people to wear the 

mask with Silica gel and find problems to improve 

 its quality. 

 

 

Figure 1 Experiment with 

mannequin 

Figure 2 How to put silica 

gel on the mask 
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Preventing Disasters caused by Heavy Rain 

Aichi Prefectural Meiwa high school ： Hirofumi Yanase Ryota Adachi 

 

・Outline of study 

In recent years, many disasters have struck people due to the effects of global warming.  

Therefore, we conducted a survey focusing on precipitation, which is one of the most familiar disasters to 

Japanese people.  

First of all, we used DioVISTA Flood, a rainfall simulation software, to simulate the flooding that would 

occur if 100 mm/h: maximum rainfall of 534 mm fell on the entire city of Nagoya (Fig. 1). 

We then compared the results of the simulation with the hazard map prepared by GIA. However, there 

were some differences between the two. Therefore, assuming that elevation is evaluated in the same level 

in the simulation and hazard map, and that the difference in flooding is due to the difference in the 

distance from the river and the evaluation of the flood control system, we conducted field surveys in "areas 

with common features" and "areas with differences in the deep and shallow of flooding" (Figure 1).  

In the "areas with common features", there were obvious changes in terrain that supported the simulation 

results. This suggests that the simulation and hazard map evaluate the elevation in the same level. We also 

found features that had been flooded in the past in the same area, and the historical background of the 

area became clear as we continued our research. In the "areas with differences of deep and shallow 

flooding," there were no terrain ups and downs that had a significant influence on the simulation results. 

Therefore, the difference that occurred in this area is considered to be a element other than elevation, 

which is a difference in whether or not flooding is assumed.  

From these results of the field work, it is very important to know not only the information indicated by the 

hazard map, but also as well as the possibility of flooding even if the river does not overflow by simulation, 

and the historical background and external characteristics of the area regarding flood control. 

 

図１ The difference between the simulation result and hazard map 

The difference between the simulation results and hazard map 

5

Ⅱ・The area with obvious difference between the two

Ⅲ・The area with the difference of depth and shallowness

Fig.4 Fig.5

Ⅰ・The area with common features

Hazard mapSimulation result

・

OP2 



Eco-friendly Plastic of Glucide 
-strength of string made of sodium alginate- 

Aichi Prefectural Meiwa Senior High school SSH club chemistry group  

Ranna Ito, Tetsu Kobayashi, Ryosuke Hasegawa, Haruka Tabata, Hinano Tsunekawa 

 

 We focused on Sodium alginate included in kelp for the ingredient of Eco-friendly plastics. 

First, we researched about making strings from Sodium alginate. And we made string of 

Sodium alginate which we extracted from discarded kelp. 

 When we researched about the relationship between the strength of the strings and the 

concentrations of sodium alginate in water solutions, there weren’t big differences in the case 

that using Calcium chloride solutions of 1 and 2mol/L. Also, we researched about the 

relationship between the strength and Calcium chloride concentration. When Sodium 

alginate solution is 4%, the graph of the strength depends on the concentration between 

0.25mol/L to 0.5mol/L, and it goes horizontally over 0.5mol/L. When it’s 2%, the graph doesn’t 

depend on Calcium chloride concentration, so we thought the strength also depends on the 

time of drying. So, we examine relationship between drying time and strength, then, the 

strength of the strings was increasing until 3 days, however, after the fourth day, it didn’t 

change much. Next, we extracted Sodium alginate from the kelp, and made strings 

(figure3).We compared the strength: one from kelp and one from reagents. (figure4), then the 

strength of extracts of kelp is weaker, so we thought it had impurities.  

The strings made from Sodium alginate and Calcium chloride became stronger under some 

conditions. Therefore, if we change making conditions to go with uses, or process the shape, 

surface and so on, we can use it instead of plastics we use now, and it lead to the use of 

abandoned kelps.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: Strings made from 

Sodium alginate of kelp 

Figure4: Comparison of the strength of 

strings between reagents and extracts 

Figure1: The process of making 

strings 

Figure 2: The structural formula 

of gelled Sodium alginate 

OP5 



The most suitable pH of the enzyme included  
in the rennet 
 

Yu Aoyagi  Wakana Namba 
Research outline 

The rennet used for cheesemaking has ability that dissolves main protein casein in milk. 

We ware interested in the rennet which changes milk into cheese with a totally different 

property and checked the most suitable pH of the enzyme included in the rennet. 

 We added casein to the 0.9% sodium chloride water solution which changed pH with citric 

acid, prepared the thing which contains rennet and the thing which doesn't contain rennet, 

and reacted each other at normal temperature for 30 minutes. We assayed protein using the 

BCA assay and measured quantity of resolution of casein by the rennet. As a result of 

experiment, it was confirmed clearly that casein was dissolved at pH 2 by rennet. On the 

other hand, enzymatic reaction was not stable, and there are big differences in experimental 

results by a timing or condition to stir casein. 

Because casein which we reacted was a solid and they were powdered, unlike the milk 

that casein dissolved in solution as a micelle, we thought that much more time is needed for 

a reaction. Therefore we left solution for a week and assayed protein equally. As a result of 

experiment, it was confirmed that quantity of casein resolution increased (Figure 1). And 

there was much quantity of casein resolution so that pH was low (Figure 2). 

 As the future prospect, we think that we can deepen the consideration of this experiment 

if we test it about the relations of pH and the solubility of the protein. 
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Figure 2  Quantitiy of casein resolution after a week leaving   

pH    ５    ４    ３    ２    ２ 

rennet    〇     〇    〇     〇    × 

 Figure 1 The state that casein was dissolved（up） 
Change of the color by BCA assay (bottom) 
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How to reduce single-use plastic 

-our attempt- 
Hinano Hara  Fannie Sakurako Courron 

 

We considered how to reduce single-use plastic bags, which is assumed to 

throw away after using only once, based on 3Rs.  

Firstly, we worked on reducing through the using of beeswax wrap. The 

number of the colonies on beeswax wraps were less than plastic wraps, we 

think it can be one of the ways to reduce the amount of plastic. Secondly, we 

did an experiment about the safety of reusing a pet bottle from the number 

of colonies inside plastic bottles. (picture 1) Sone aerobic bacterium may 

have propagated in the bottles and even so considered from the number of 

colonies, pet bottles can be safety reused for about three days. So that we 

should reuse them more often to control the waste. Lastly, it’s about 

recycling. We tried two ways to decompose plastic and get its raw material 

on our own. It is dry distillation heating and microwave heating. (picture 

2,3) We could collect terephthalic acid in both ways, these two ways we 

attempted took a lot of energy and costs so we concluded that they are 

unsuitable for recycling. (picture4) Thorough 3 experiments, we could 

realize again that we could work on the reduction of single-use plastic by 

Reduce, Reuse and Recycle. So, we concluded that consciousness-raising 

towards 3R is needed. 

 

Picture 4 

Picture 3: piece of plastic and terephthalic acid 

Picture 2 

 Picture1: bacterial test paper  

75.5 

24.5 

terephthalic acid

unreacted
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The reason for the differences of  

dissolution speed depending on solvents 

 
 Yutaka YAMADA  

 

Study abstract 

 I was interested in the speed of ice dissolution, and I considered it from aspects of 

the temperature change and Gibbs free energy that puts Enthalpy and Entropy 

together. 

 In my experiment, I measured mass change of ice in water, saline solution, 

methanol, and rapeseed oil every one minute. (fig.1) Next, I constructed a 

hypothesis of ice dissolution speed from the heat capacity and the coefficient of 

thermal conductivity’s values (water > saline solution > methanol > rapeseed oil): 

ice should dissolve fastest in water and slowest in rapeseed oil. But as a result of 

my experiment, ice dissolved quickly in this order (methanol > saline solution > 

water > rapeseed oil) (fig.2). Although I deducted the heat of the solution between 

water and methanol, the result didn’t change, so I found that the hypothesis didn’t 

work. 

 To calculate the Gibbs free energy, I substituted each value, which was taken from 

literature, for the formula. I put the values in the order in size [methanol(-1.78) > 

saline solution (-0.41) > water (-0.07) > 0]. This order matched with the 

experimental result. Rapeseed oil is insolubility in water, so the values of Gibbs free 

energy will be a positive number. Therefore I found that by using Gibbs free energy 

the ice dissolution speed can be explain more accurately than by using the 

temperature change.  

As a perspective, I want to study about the differences of ice freezing speed.  
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