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「数学・理科甲子園ジュニア２０１６」の開催について 

 

 中学生を対象とした「数学・理科甲子園ジュニア２０１６」を開催します。この大会は、科学技術

振興機構主催の「第４回科学の甲子園ジュニア全国大会」の兵庫県予選と位置付けています。 

  

１ 目  的 

  学習指導要領の趣旨に基づく本県の確かな学力の育成において、観察・実験等を通じて、思考力・

判断力・表現力等の育成を図る理数教育の充実を推進している。 
  そこで、中学生が、数学・理科等の知識・理解をもとに、日常生活と関連づけながら活用する能力

を磨き、科学好きの裾野を広げるために、中学生を対象にした「数学・理科甲子園ジュニア」を実施

する。 
  また、本大会を科学技術振興機構主催の「第４回科学の甲子園ジュニア大会全国大会」の兵庫県予

選と位置付け、科学好きな中学生が集い、活躍できる場を提供するとともに、中学生の理数に対する

興味・関心を高める機会とする。 
 
２ 主 催 

  兵庫県教育委員会 
 
３ 期 日 

  平成２８年８月２５日（木） 
 
４ 会 場 

関西学院大学西宮聖和キャンパス 

〒662-0827 兵庫県西宮市岡田山７－５４  

 

５ 日 程 

   9：30～10：00  受付 

  10：00～10：15  開会式 

  10：30～12：00  予選 

  12：00～13：00  昼食・休憩 

  13：00～13：15  決勝進出チーム発表 

  13：30～15：00  決勝 

  15：15～16：15  記念講演会 

  16：30～16：45  表彰、講評、閉会式 

   

 
６ 対 象 者 

・兵庫県内にある国立、公立、私立の中学校の１、２学年の生徒 
  ・兵庫県内にある義務教育学校後期課程７、８年生の生徒 

数学・理科甲子園ジュニア 

イメージキャラクター 

「スーちゃん・リーちゃん」 



・兵庫県内にある中等教育学校前期課程に在籍している１、２年次の生徒 
 
７ 対戦方法及び順位の決定 

① チーム対抗戦とする。 
② 数学、理科に関する基本的な問題に対し、ものづくりの能力、コミュニケーション能力を用い、

チームで協力して筆記競技、実技競技で競う。 
③ 予選（筆記競技）：上位２４チームが決勝に進出する。 

決勝（実技競技）：上位２４チームから、優勝、準優勝、３～６位を決定する。なお、予選の点数

は決勝に加算しない。 
 

８ 表 彰 等 

  優勝：１チーム、準優勝：１チーム、３～６位：１チーム 
優勝、準優勝チーム６名で混成チームを組み、平成２８年１２月２日（金）～４日（日）に BumB

東京スポーツ文化館で実施予定の「第４回科学の甲子園ジュニア全国大会」に兵庫県代表として出場

する。どちらかのチームが出場を辞退した場合は、３位チームと混成チームを組む。 
 
９ 記念講演会 

身近な生活に隠れている数学の不思議や面白さなど、「学校で勉強する数学ってどんな意味がある

の？」そんな疑問が解決される話を、体験を取り混ぜながら実施する。 
 
講師：関西学院大学教育学部 渡邉 伸樹 教授   

 

    

   

 
 
 

10 参加チーム数 

  ６６チーム（別紙参照）  計１９８名 
   公立：６０チーム、県立：１チーム、私学：５チーム 
   １年生のみチーム ： ４チーム 
   ２年生のみチーム ：５９チーム 
   １・２年混合チーム： ３チーム 
 
 
 
 

大阪府内の公立学校教諭から京都教育大学教育学部教授を経て、現在は、関西学院大学 教
育学部 教授。子どもの算数・数学の力量ＵＰのため、学校現場で校内研修や講演会を行った

り、自ら教育実践などを行ったりしている。 



教育事務所等 市町名 参加チーム名 学校名 学年

1 神戸市 本山中学校科学部 神戸市立本山中学校 ２年

2 神戸市 999(スリーナイン) 神戸市立唐櫃中学校 ２年

3 神戸市 AKS１４ 神戸市立広陵中学校 ２年

4 神戸市 神戸市立東落合中学校理科園芸部 神戸市立東落合中学校 ２年

5 尼崎市 園田０３ 尼崎市立園田中学校 ２年

6 西宮市 西宮市立苦楽園中学校 西宮市立苦楽園中学校 １年

7 芦屋市 TEAM　MYM 芦屋市立山手中学校 １年

8 芦屋市 チーム　精道 芦屋市立精道中学校 ２年

9 伊丹市 松崎ワンダースリー 伊丹市立松崎中学校 ２年

10 伊丹市 科学部ズ 伊丹市立南中学校 １年

11 宝塚市 チーム宝中 宝塚市立宝塚中学校 １年・２年

12 川西市 TEAM  MATH 川西市立東谷中学校 ２年

13 川西市 チーム川中 川西市立川西中学校 ２年

14 三田市 チームで団結上野台中学校 三田市立上野台中学校 ２年

15 猪名川町 科学部 猪名川町立猪名川中学校 １年・２年

16 明石市 衣川ST 明石市立衣川中学校 ２年

17 明石市 チームＩ．Ｔ．Ａ 明石市立高丘中学校 ２年

18 加古川市 山手ジュニア 加古川市立山手中学校 ２年

19 加古川市 H₂O 加古川市立浜の宮中学校 ２年

20 加古川市 ユレイカ陵南ファイターズ　３２ 加古川市立陵南中学校 ２年

21 加古川市 スターブルーエッグ 加古川市立加古川中学校 ２年

22 加古川市 平岡　☆２－３☆　HKS 加古川市立平岡中学校 ２年

23 加古川市 平岡南 加古川市立平岡南中学校 ２年

24 加古川市 志方中学校 加古川市立志方中学校 ２年

25 加古川市 氷丘中学校 加古川市立氷丘中学校 ２年

26 高砂市 Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ　ＨＯＤＥＮ 高砂市立宝殿中学校 ２年

27 高砂市 ＴＥＡＭ　ＴＡＴＳＵＹＡＭＡ 高砂市立竜山中学校 １年

28 稲美町 ＴＥＡＭ　ＩＮＡＭＩ 稲美町立稲美中学校 ２年

29 播磨町 播南トリプル☆’S 播磨町立播磨南中学校 ２年

30 播磨町 播磨Aチーム 播磨町立播磨中学校 ２年

31 西脇市 黒田庄 西脇市立黒田庄中学校 ２年

32 西脇市 21　of　ＨＥＳＯ 西脇市立西脇南中学校 ２年

数学・理科甲子園ジュニア２０１６　参加チーム一覧表

兵庫県教育委員会

神戸

阪神

播磨東



教育事務所等 市町名 参加チーム名 学校名 学年

33 三木市 Team　H₂O 三木市立三木中学校 ２年

34 小野市 河合戦士 小野市立河合中学校 ２年

35 加東市 社中理数探究クラブ 加東市立社中学校 ２年

36 加東市 ＦＨＭＫ　東条 加東市立東条中学校 ２年

37 多可町 凡事徹底 多可町立中町中学校 ２年

38 姫路市 飾磨西中学校科学部 姫路市立飾磨西中学校 ２年

39 姫路市 チームＨＡＫＵＲＯ　2016 姫路市立白鷺中学校 ２年

40 姫路市 チーム林田 姫路市立林田中学校 ２年

41 相生市 チーム矢野川 相生市立矢野川中学校 ２年

42 赤穂市 赤穂の天塩 赤穂市立赤穂中学校 ２年

43 宍粟市 山南クローバーＺ 宍粟市立山崎南中学校 ２年

44 宍粟市 チーム御形 宍粟市立一宮北中学校 ２年

45 宍粟市 チーム山西ＮＡＴ 宍粟市立山崎西中学校 ２年

46 市川町 チーム鶴居 市川町立鶴居中学校 ２年

47 福崎町 チーム東魂
トウコン

福崎町立福崎東中学校 ２年

48 太子町 太子ニウム（Ｔｈ） 太子町立太子西中学校 １年・２年

49 太子町 太龍の飛翔 太子町立太子東中学校 ２年

50 上郡町 チーム☆KAMIGORI 上郡町立上郡中学校 ２年

51 佐用町 丸谷ブラザーズ 佐用町立佐用中学校 ２年

52 豊岡市 豊岡北中 豊岡市立豊岡北中学校 ２年

53 養父市 チーム八鹿青渓 養父市立八鹿青渓中学校 ２年

54 新温泉町 ジオレンジャー 新温泉町立浜坂中学校 ２年

55 篠山市 ＮＮＮ（トリプルＮ） 篠山市立篠山東中学校 ２年

56 篠山市 チーム　篠中 篠山市立篠山中学校 ２年

57 丹波市 市島ちーたんズ 丹波市立市島中学校 ２年

58 洲本市 ５　Cｏｌoｒｓ　JC 洲本市立五色中学校 ２年

59 南あわじ市 南あわじ市立西淡中学校 南あわじ市立西淡中学校 ２年

60 淡路市 北淡中学校 淡路市立北淡中学校 ２年

61 県大附属中チーム 兵庫県立大学附属中学校 ２年

62 淳-Ｂｏｙｓ 淳心学院中学校 ２年

63 ＮＯｘ 白陵中学校 ２年

64 滝二化学愛好会 滝川第二中学校 ２年

65 アニマルズ 東洋大学附属姫路中学校 ２年

66 Ｌｉｂｒａ 須磨学園中学校 ２年

県立

私学

播磨東

播磨西

但馬

丹波

淡路


