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本ご案内状は、文部科学記者会、科学記者会で配布しております。 

令和 2 年 2 月吉日 
報道関係各位 

国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST） 
 

「第9回 科学の甲子園全国大会」取材のご案内 
～ 全国から367名の高校生が集い、科学の力を競う ～ 

3月22日（日）、2019年ノーベル化学賞受賞の吉野彰氏が特別シンポジウムに登壇 
科学・技術の将来を担う次世代の高校生たちへエールを贈る 

 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、国立研究開発法人科学技術振興機構（理事長：濵口 道成）は、3 月 20 日（金・祝）から 23 日（月）に

かけて、埼玉県さいたま市のソニックシティとサイデン化学アリーナ（さいたま市記念総合体育館）で、全国の高

校生等を対象にした、「第 9 回 科学の甲子園全国大会」を開催します。 
大会では各都道府県の選考を経て選ばれた 47 校、合計 367 名の生徒が栄冠を目指して、科学に関する知

識とその活用能力を駆使してさまざまな課題に挑戦します。 
大会 3 日目の 3 月 22 日（日）の表彰式では、筆記競技と 3 種の実技競技の得点で成績上位校を表彰しま

す。また、表彰式終了後に記者会見を開き、優勝校の喜びの声や大会の感想をご紹介いたします。 
加えて22日の特別シンポジウムには、リチウムイオン電池を開発し、昨年ノーベル化学賞を受賞した旭化成

名誉フェローの吉野彰氏が登壇し、「SDGsや社会の課題解決へ科学ができること」をテーマに、科学技術の未

来を担う高校生たちにメッセージを贈ります。また、パネリストとして上村想太郞氏（東京大学教授）と玉城絵美

氏（早稲田大学准教授）の両氏も加わり、吉野氏とともに「社会課題が科学技術でどう解決できるのか、テクノ

ロジーがどう社会を変革できるのか」を高校生等と意見交換を行います。 
つきましては、別添資料をご参照いただき、3 月 18 日（水）まで に取材申込書に必要事項をご記入の上、ご

返信くださいますようお願い申し上げます。 
ご多忙の折とは存じますが、本大会のご取材を頂きますよう、ご案内申し上げます。 

敬具 

参加方法： 大会運営上、事前登録にご協力ください。別添資料をご参照いただき、取材申込書に必要

事項をご記入の上、3 月 18 日（水）までにご返信ください。 
注意事項：    ＊ ソニックシティ 1 階（20 日、22 日）、 サイデン化学アリーナ 2 階（21 日）のプレス受付

にお越しください。登録手続きをお願いいたします。 
 ＊ 記者席や撮影範囲等の詳細はプレス受付にて、配布いたします。 
 ＊ カメラ位置は、ムービー、スチールともに、当日先着順です。 
 ＊ ソニックシティ B1 階の商談室 1 と、サイデン化学アリーナ 1 階会議室 B にプレスルー

ムを用意しています。（無線 LAN 有） 
 

＜本件に関するお問合せ先＞ 
科学技術振興機構 理数学習推進部  

ラオちぐさ 
Tel: 090-1409-6665（直通兼携帯） 

Email: c2rao@jst.go.jp 
 

  

ウェーバー・シャンドウィック 西村／大崎 
Tel: 03-5427-7393／7396 

Email: jst@webershandwick.com 
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全体概要 
 

名称：  第９回 科学の甲子園全国大会 

主催：  国立研究開発法人 科学技術振興機構（ＪＳＴ） 

共催：  埼玉県、埼玉県教育委員会、さいたま市、さいたま市教育委員会、                   
高等学校文化連盟全国自然科学専門部 

後援：  文部科学省、公益社団法人 日本理科教育振興協会 

協賛（５０音順）：  旭化成株式会社、アジレント・テクノロジー株式会社、株式会社内田洋行、 
宇部興産株式会社、ＡＧＳ株式会社、株式会社学研ホールディングス、ケニス株式会社、 
株式会社講談社（Ｒｉｋｅｊｏ）、一般社団法人埼玉県経営者協会、株式会社埼玉りそな銀行、 
ＣＩＥＥ Ｊａｐａｎ／ＥＴＳ ＴＯＥＦＬ、株式会社島津製作所／株式会社島津理化、 
株式会社昭和技研工業、スカパーＪＳＡＴ株式会社、株式会社タムロン、帝人株式会社、 
テクノプロ・ホールディングス株式会社、トヨタ自動車株式会社、株式会社ナリカ、 
公益社団法人日本理科教育振興協会、パナソニック株式会社、ポーライト株式会社、 
株式会社武蔵野銀行、株式会社ヤガミ、株式会社 ＵＬ Ｊａｐａｎ 

応援（５０音順）： 花王株式会社、サントリーホールディングス株式会社、トキタ種苗株式会社、 
公益財団法人日本発明振興協会、株式会社ハーベス、ブリタニカ・ジャパン株式会社 

開催期日： 令和２年３月２０日（金・祝）～２３日（月）  

開催場所： 「ソニックシティ」埼玉県さいたま市大宮区桜木町１−７−５ 
「サイデン化学アリーナ（さいたま市記念総合体育館）」埼玉県さいたま市桜区道場４－３－１ 

出場チーム： ４７都道府県大会で選抜された４７チーム（１都道府県１チーム／１校単位で編成） 
・高校１、２学年の生徒（中等教育学校後期課程及び高等専門学校にあっては同年次の生

徒または学生）で構成。 
・出場チームの人数は６人以上８人以内 

目的：  第９回科学の甲子園全国大会は、国立、公立、私立の高等学校、中等教育学校後期課程

及び高等専門学校等の生徒等を対象とした科学技術・理科・数学等における複数分野の

競技を開催することにより、全国の科学好きな生徒等が集い、競い合い、活躍できる場を構

築し、提供することで、科学好きの裾野を広げるとともに、トップ層を伸ばすことを目的として

います。 
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アクセス： 
■ソニックシティ  
（https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178） 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
■サイデン化学アリーナ（さいたま市記念総合体育館） 
http://sai-kinen.esforta.jp/access/ 

 

＜車でお越しの場合＞◎新大宮バイパス（国道 17 号線） 
東京方面から大宮・上尾方面に走行し、「町谷交差点」を左折。 
県道 57 号線を道なりに走行し、「桜区役所前交差点」を左折。 
◎会場駐車場（394 台 3 時間まで無料、以後、超過時間 30 分ごとに 100
円）  
 

※21 日（土）競技①に合わせた関係者シャトルバスが南浦和駅から運行予定です。取材ご希望の方には、別途シャ

トルバスの詳細をご案内いたします。 
＜公共交通機関でお越しの場合＞ 
◎JR 京浜東北線「浦和駅」よりバス約 30 分「桜区役所」下車 
「浦和」駅下車、国際興業バス②乗り場より「桜区役所」行き乗車または、③乗り場より「桜区役所・大久保浄水場」行

き乗車で「桜区役所」下車。 
※｢大久保浄水場行き」の場合、桜区役所に停車しない場合有り。その場合は「十石田」で下車してください。 
◎JR 埼京線「中浦和駅」よりバス約 20 分「桜区役所」下車 
「中浦和」駅下車、西口・国際興業バス乗り場より「桜区役所」行き乗車で「桜区役所」下車。 
◎JR 武蔵野線「西浦和駅」よりバス約 20 分「桜区役所」下車 
「西浦和」駅下車、バス乗り場より「市民医療センター」行き乗車で「桜区役所」下車。 

公共交通機関でお越しの場合：   

JR 線、東武野田線、「大宮」駅西口を出て、歩行者

デッキ（2F）をデパート「そごう」方面に進み、ソニッ

クシティビルの歩行者デッキを渡り、低層階用エレ

ベーターまたは、階段にて 1Fのホール入口に進み

ます。 

車でお越しの場合： 
首都高速道路埼玉大宮線(新都心西 IC )よ 1km 
駐車場もご利用いただけます（有料） 

https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178
http://sai-kinen.esforta.jp/access/
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大会日程 
大会 1 日目／3 月 20 日（金・祝） 

時間 プログラム 場所 

14:00～15:00 開会式 
ソニックシティホール・

ビル 1 階、大ホール 

16:00～18:00 筆記競技（非公開のためご取材いただけません）  
 
大会 2 日目／3 月 21 日（土） 

時間 プログラム 場所 

9:40～11:20 実技競技① サイデン化学アリーナ 
メインアリーナ 

13:00～14:40 実技競技② 同上 

15:50～18:20 実技競技③（総合競技～積んで埼玉～） 同上 
 
大会 3 日目／3 月 22 日（日） 

時間 プログラム 場所 

10:00～11:45 

特別シンポジウム 
 「SDGs や社会の課題解決へ科学ができること」 
登壇者 （敬称略、順不同） 
吉野 彰（旭化成名誉フェロー 2019 年ノーベル化学賞受賞） 
上村 想太郎（東京大学 理学系研究科 教授） 
玉城 絵美（H2L 創業者 早稲田大学 准教授） 
（勝手ながら、動画撮影は吉野彰氏の講演冒頭、およびプログ
ラム後半の質疑応答に限らせて頂きます。予めご了承ください
ますようお願いいたします。） 

ソニックシティホール・

ビル 1 階、大ホール 

13:00～14:30 表彰式 同上 

14:40～15:10 
優勝校の記者会見 
出席者：優勝校、 
JST 理事 佐伯 浩治、 
第 9 回科学の甲子園全国大会推進委員会委員長 漆原秀子氏 

ソニックシティビル 
市民ホール第4集会場 

14:40～16:30 協働パートナー等による実験ショー・ブース展示 
ソニックシティホール・
ビル B1 階、第 1 展示
場 

 
＊開始／終了時間は大会の進行状況により、時間が前後する場合がございます。 
＊当日のプログラムや内容は変更になる場合がございます。 
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■第 9 回 科学の甲子園 全国大会に出席します。 

貴社名：  

ご所属：  

取材代表者名： 合計（    ）名 

撮影： 有 ・ 無  ＜ □ スチール  □ ムービー ＞ 

連絡先： Tel:                        email:                                
 
 
■下記のプログラムの取材を希望します。 

日程 時間 プログラム 
取材希望欄に 
☑をご記入 
ください 

3 月 20 日（金・祝） 14:00～15:00 開会式 □ 

3 月 21 日（土） 

9:40～11:20 実技競技①  □ 
13:00～14:40 実技競技② □ 
15:50～18:20 実技競技③（総合競技～積んで埼玉～） □ 

3 月 22 日（日） 

10:00～11:45 特別シンポジウム □ 
13:00～14:30 表彰式 □ 
14:40～15:10 優勝校の記者会見 □ 
14:40～16:30 協働パートナー等よる実験ショー、ブース展示 □ 

 
＊本返信用紙に記載された個人情報は、科学の甲子園の広報活動に関連する団体（国立研究開発法人科学
技術振興機構）が直接に、あるいは、団体より委託された会社が、厳正に、取得、保管、管理、または処理しま
す。 

取材申込書 
第9回 科学の甲子園全国大会 広報事務局宛  

FAX返信先：03-5427-7322 
 

 


