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「第２回 Ichikawa Academic Day」開催のお知らせ 
 
 拝啓 寒さ厳しき季節、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は本校の教 
育活動に格別のご理解、ご支援を賜り、まことにありがとうございます。 
 
 さて、本校では多くの生徒たちが海外研修や国内研修・各種コンテストに参加し、幅広い

体験をしています。このような現状を踏まえ、各自が自分の体験を発表する機会としてこの

たび「第２回 Ichikawa Academic Day」を下記の日時で開催いたします。また、本校は文

部科学省の「スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）」の指定を受けており、この課題

研究発表会も同日に開催しております。ぜひ多くの皆様方にご参加いただき、ご指導ご助言

を賜りますようお願い申し上げます。 
記 

 
１．日 時  ３月 ９日（土） 8:50～16:00（受付開始 8:30） 
 
２．会 場  学校法人市川学園 市川中学校・市川高等学校  
       國枝記念国際ホール および 古賀記念アリーナ 
       〒272-0816 千葉県市川市本北方２丁目３８－１ 
       TEL：047-339-2681 FAX：047-337-6288 
 
３．内 容  ①口述発表（國枝記念国際ホール） ※テーマは【別紙】参照 
         8:50～10:15 第１部 
        10:30～11:55 第２部 
        13:00～15:50 第３部 
 
        ②ポスター発表（古賀記念アリーナ） 
         8:50～11:55 午前の部 
        13:30～15:40 午後の部 
         ※午後のポスター発表はＳＳＨの課題研究発表会と同時開催 



４．申込方法  下記申込用紙に参加者名をご記入の上、３月６日（水）までに、 
                Fax または Mail をお願いいたします。 
                 
                学校法人市川学園 市川中学校・市川高等学校 
                副校長 大塚 英樹 
                Tel  047－339－2681 
                Fax 047－337－6288 
                Mail  h.otsuka@ichigak-net.ed.jp 
                 
                ご不明な点等ございましたら､市川中学校副校長 大塚までお問い 
                合わせください。 
                                          
 

「Ichikawa Academic Day」参加申込書 
                ※ ３月６日（水）までにお申し込みください。 
 

学校名 
 
 

ご連絡用 
Mail Address 

 
 
 

 氏   名 

 
 
 
 
 
 
 
 

合計参加人数 
 
                  名  

 
 
    学校法人市川学園 市川中学校・市川高等学校内 副校長 大塚 英樹 宛 
                      Fax 047－337－6288 



【別紙】発表テーマ一覧 
 
《口述発表》 
 第１部 

発 表 タ イ ト ル 分  野 
恋するってなんだろう？ 自由研究 
C'mon baby Cambridge 海外研修 
ヒトデの生態 自由研究 
ケニア国際ボランティアを通して 海外研修（トビタテ） 
Programming Gravity プログラミング 
イチカラ！ 校内アイデアコンテスト 
イートンサマースクール 海外研修 
駆け込みと発車メロディー クラブ研究 
アルパカと学んだこと 各種コンテスト（ＷＳＣ） 
この目で見たタンザニアの今 個人ボランティア 

 
 第２部 

発 表 タ イ ト ル 分  野 
そうだ！カナダ行こう。 海外研修 
インターアクトサークル ボランティア校内サークル 
福島に、行ってきました。 国内研修 
オセロ～脱初心者！～ 自由研究 
オックスフォード海外研修報告 海外研修 
イチカラ！ 校内アイデアコンテスト 
インターネットに安全地帯はない 自由研究 
Boston Dartmouth College 研修 海外研修 
人と違うこと 国際交流プログラム 
医療ボランティア in アメリカ 海外研修（トビタテ） 
IMF 条約の破棄と日本の未来 クラブ研究 

 
※第１回校内アイデアコンテスト「イチカラ！」とは・・・ 
課題テーマ『毎日が楽しくなるような文房具を考えよ！』に対するアイデアを生徒から募集

しました。応募者はＣＭ方式で発表します。その後の投票結果により、素晴らしいアイデア

を発表した参加者には賞が贈られます。（審査基準は、楽しさ・斬新さ・実現可能性の３つ） 
 



 第３部 
発 表 タ イ ト ル 分  野 

宇宙開発の「ほんもの」を体験してみた 国内研修 
ふっこう会ってナニ？ 国内研修 
憲法９条改正について ＬＡゼミ 
ソフトウエア”Logosophia!”開発を通して ＳＳＨ 
人口問題～少子高齢化～ ＬＡゼミ 
ボストンに映画留学してきた 個人留学 
AI の未来と問題点 ＬＡゼミ 
CMA 各種コンテスト（ＣＭＡ） 
映画で見る世界史 ＬＡゼミ 
Nexus で“繋”いだもの 学生団体 
ＴＥＤ ＬＡゼミ 
トビタってぶつかったらすること トビタテ 
東京五輪 2020 ＬＡゼミ 
ガーナ留学して知った子どものこと トビタテ 
はじめてのおつかい横丁 
  ～学童商店街が作る家族の輪～ 

各種コンテスト 
（ビジネスプラン） 

21 世紀生まれが里山で学ぶ！「里山塾～Kagaribi～」 起業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



《ポスター発表》 
口述発表で発表する団体はポスター発表も行います。午後は、ＳＳＨの課題研究発表会も同

時開催します。これら以外にも、以下のような内容のポスター発表を予定しております。 
発 表 タ イ ト ル 分  野 

高校生にもできる夢の実現方法 ボランティア 
ケンブリッジ研修 海外研修 
“日本人”をやめてみる クラブ研究 
市川学園校内の木本についての調査 クラブ研究 
甲虫が冬眠するのに適する環境について クラブ研究 
起業するには 自由研究 
北海道胆振東部地震の影響・ボランティア活動 ボランティア 
カナダ研修 海外研修 
ギバチの飼育下における行動 クラブ研究 
地域の魅力 自販機で配信中 各種コンテスト 

（ビジネスプラン） 
目指せ！科学の甲子園ジュニア全国大会 各種コンテスト 
Eton College Summer School 海外研修 
Le tourisme 観光大国フランスと日本 海外研修 
興味感心を持とう～メディアで伝えられていないこと～ 国内研修（福島） 
科学の甲子園ジュニア千葉県大会の魅力！ 各種コンテスト 
もうＰＣに安全地帯はない！（高校向け） 自由研究 
NEST プロジェクトでの研究 各種コンテスト 
小論文入門 ＬＡゼミ 
Ｅテレにこんな番組を作ってみました ＬＡゼミ 
映画で見る世界史（ヒトラー最期の十二日間） ＬＡゼミ 
Big History ＆ Alice Writing Project ＬＡゼミ 
『ロメオとジュリエット』をめぐる舞台作品の魅力 ＬＡゼミ 
コピー＆ペーストで新たな価値を生み出す ＬＡゼミ 
試合一週間前の食事の取り方 ＬＡゼミ 
ボンチリ ＬＡゼミ 
SMUS&UCLA 海外研修 
韓国人の友達を作ろう 国内研修 
市川アカデメイア 市川アカデメイア 
生物の脳のつくりについて クラブ研究 
CRS で過ごした一か月間 海外研修 
スポーツ×復興 クラブ研究 
Mission Impossible ～dive into Singapore～ シンガポール修学旅行 
迫真見学部・地下鉄の裏技 シンガポール修学旅行 
なずな池に生息する細菌類の単離・鑑別・同定結果報告 教諭による研究 
CdTe ナノ粒子における bright 及び dark 励起子発光ダイ

ナミクス 
教諭による研究 

東京の火山島 三宅島における野外調査と最古の噴火 教諭による研究 
 ※発表タイトル・発表者は変更になる場合もありますので、ご了承ください。 


