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1.　はじめに
日本物理学会春季大会期間中に Jr.セッションを開催し
ていることはご存じの方も多いだろう．Jr.セッションで
は，中等教育（高等学校，高等専門学校（3年生以下），中
学校）の場において，物理を中心とした理科の研究を行っ
ている生徒に口頭発表あるいはポスター発表をしてもらう．
そして，大会参加会員，Jr.セッション参加の他校の生徒
と引率の先生方との議論，交流をもとに物理の考え方，研
究の進め方に触れてもらい，視野を広げ，生徒の研究の発
展と心の成長に寄与することを目指している．

Jr.セッションは，2005年の年次大会において初めて開
催され，今年（2015年）で 10周年を迎えた．この期に，こ
れまでの 10年間を振り返るとともに，Jr.セッションの現
状，および現在抱えている課題を見つめ，今後の進むべき
道について考えたい．

2.　Jr.セッションのはじまり
Jr.セッションは，アインシュタイン奇跡の年 100周年を
記念した 2005年世界物理年に，本会の世界物理年委員会
事業の一つとして企画された．1）物理を学ぶ楽しさを伝え
ること，それに中等教育と本会との架け橋の基礎となるこ
とを目的として，第 60回年次大会（東京理科大学野田キャ
ンパス，2005年 3月 24日～27日）第 3日目午後に実施さ
れた．2）本会としては，高校生などの研究発表の場を設け
た初めての試みであった．
実施は，物理教育分科を中心に募った実行委員，それに
事務局と日本宇宙フォーラムの協力により行った．広報は，
物理教育関係者への口コミ，本会ホームページ，それに主
な高校にポスターとチラシの送付により行った．応募は
31件であった．当初，1次審査合格者に口頭発表を行って
もらうことを想定していたが，実行委員会での議論により，
提出レポートから伝わる情熱を大切にして，9件を口頭発
表とし，それ以外の 22件をポスター発表とした．
口頭発表とポスター発表は，委員が予想していたよりは
るかに高度でしっかりとした内容であった．日頃指導され
ている先生方の努力の賜物であろう．優秀者に対し，大賞
（1件），優秀賞（2件），奨励賞（6件），それに世界物理年
日本委員会から特別賞（1件）を贈った．大賞は，三滝雅

俊（立命館高校）「水によってタイル間に生じる力：光触媒
を使うとくっつく力は強くなる」であった．動機，装置の
自作，先行研究調査，考察，プレゼンテーションのいずれ
もすばらしく，和達三樹会長（当時）が「彼は何者なんだ」
と驚きの言葉を発されたことを覚えている．

3.　継続されることとなった Jr.セッション
Jr.セッションに引率参加された先生方からの意見やア
ンケート結果から，世界物理年事業 1回限りではなく継続
希望がみられたことを理事会に報告した．Jr.セッション
継続の可否は，物理教育委員会において審議され，その答
申をもとに理事会が継続を決定した．理事会は，Jr.セッ
ション委員会を設置し，この委員会が Jr.セッションに関
わる審議と経費削減も考慮した実務を担うこととなった．

Jr.セッションは，物理教育分科だけが担うのではなく
学会全体で担う業務であること，その雰囲気づくりのため
素核宇ビームと物性の計 19の領域代表に第 1次審査に関
わっていただくこととなった．また経費削減のため，実施
は学会内部で行うこととした．賞を贈ること，順位付けを
行うことの議論から，口頭発表に選ばれた研究はすべて優
秀賞とし，ポスター発表は選考によりポスター優秀賞とし
た．
第 2回 Jr.セッションの応募は 33件（高校 32件，中学校

1件）であり，第 61回年次大会（愛媛大学・松山大学，
2006年 3月 27日～30日）3日目午後に，愛媛大学グリーン
ホールで開催された．3）書類選考により，口頭発表を 10件，
ポスター発表を 23件とした．プログラムは，口頭発表 5件，
ポスター発表，口頭発表 5件，講評・表彰式とした．高校
生向け講演会は行わなかった．

4.　定着に向けて
2007年度の年次大会は秋開催となるため，Jr.セッショ
ンの開催をいつにするかが議論となった（本会の大会運営
には，北海道大学が開催地となる年度の年次大会は秋季と
なるとの慣例がある）．Jr.セッションを秋の年次大会開催
とすると高校等の授業期間と重なるため春季大会とするこ
とはすぐに決定できたが，素核宇ビーム領域と物性領域の
いずれの大会で開催するかの決定は困難であった．結局，
会長の所属する大会とした．
また，表彰することに対して慎重論もあったが，引率の
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先生によるきちんとした評価を行っていただきたいとの意
見，それに表彰は高校生等の成長につながると考え，最優
秀賞，優秀賞，奨励賞を授与することとした．
それに加えて，①ポスター発表をプログラムに組み入れ
ること，②表彰のための評価会議の時間を確保すること，
③参加生徒向け講演を行うことが方針として決まった．こ
れらのことから開催時間を午後のみから終日とした．また，
会員に Jr.セッションの内容を知っていただくため（大会参
加会員の参加が容易となるように）Jr.セッションプログラ
ムを大会プログラム冊子に掲載するようにした．
第 3回から第 11回までの Jr.セッションの開催地，開催

日，最優秀賞を表にした（表 1）．これらの最優秀賞受賞者
は，すべて理科部，科学部，あるいは物理部などで活動し
てきた生徒たちであった（第 1回の大賞受賞は個人研究で
あった）．最優秀賞のテーマを見ただけでも，じつに多様
であることがわかるだろう．このような多様性が本会
Jr.セッションの特徴であり誇るべき点であると考えてい
る．受賞対象の学校，テーマも多様である．また身近な物
理に関する発表も確かに多いが，その中には審査委員が発
表を聴いて初めて知る物理現象も多い．そして，それらの
現象の観測をもとに推論を立て，その推論を検証するさら
なる実験を行っている．そのような発表からは審査委員も
大いに刺激を受け，興味がそそられる．またこの表から，
水戸第二高校は 2度受賞であるが，全体として西高東低で
あることもわかる．
特記事項を少し記す．第 6回での最優秀賞は，小沼瞳ほ

か（茨城県立水戸第二高校）「化学振動はどのように止まる
のか」であったが，この研究は，会場でコメントをした会
員の薦めもあって論文として掲載された．7）

第7回は，第66回年次大会（新潟大学，3月25日～28日）
の 2日目，口頭発表 13件とポスター発表 18件で実施する
予定であった．しかし，年次大会が東日本大震災の影響に
より中止 8）となり，Jr.セッションは延期され，およそ 4か
月遅れて年次大会が開かれるはずであった新潟大学におい

て開催された．9）実施予定であった 3月では高校 3年生の
発表予定者の発表を可とするなどしたが，口頭発表 9件，
ポスター発表 12件，ポスター掲示のみ 3件となった．延
期したにもかかわらず 130名ほどの参加があり，元気な
Jr.セッションであった．
第 11回は，口頭発表 10件，ポスター発表 67件であっ

た．10）発表件数においても，参加生徒数において過去最高
の 270名であった．
これまでの発表件数および参加校数の推移を図 1に示
す．11）特に近年，発表件数が急激に増加していることがわ
かる．これは，高校で 2012年からカリキュラムが変わっ
て理科教育が重視されるようになったこと，2002年より
始まったスーパーサイエンス高校（SSH）の影響があるこ
と，不況により将来の就職を中高生のうちから特に保護者
が考えるようになり理工系志望者が増えたことなどが考え
られる．

5.　現状
発表件数の増加に対応するため，2014年度委員会にお
いて審査方法を一部変更した．2014年までは 1次審査は
Jr.セッション委員会委員 25名と各領域代表 19名からなる

図 1　Jr.セッションのこれまでの発表件数および参加校数の推移．

表 1　第 3回～第 11回 Jr.セッションの開催地，開催日，最優秀賞一覧．第 4‒6回については文献 4‒6も参考のこと．

開催場所 開催日 最優秀賞

第 3回 首都大学東京 2007年 3月 27日
島根県立松江東高校 宍道湖の蜃気楼の分析

奈良女子大学附属中等学校 0からつくる：みかんで動く新しいロボットの開発

第 4回 近畿大学 2008年 3月 25日
広島大学附属高校 コーヒーメーカーのガラス容器内に液滴ができるのはなぜか

茨城県立水戸第二高校 銅金属葉のフラクタル成長とボロノイ分割

第 5回 立教大学 2009年 3月 28日 静岡県立清水東高校 蜃気楼モデルと屈折率分布の研究

第 6回 岡山大学 2010年 3月 21日 茨城県立水戸第二高校 化学振動はどのように止まるのか

第 7回 新潟大学 2011年 7月 24日 高知工高専 分粒現象に関する研究：長時間観測システムの製作と観察

第 8回 関西学院大学 2012年 3月 24日 鹿児島県立錦江湾高校 桜島の噴火に伴う火山雷の特性評価とそのモデルの提唱

第 9回 広島大学 2013年 3月 27日 広島県立広島国泰寺高校 水噴流による水輸送倍増効果

第10回 東海大学 2014年 3月 28日 大阪府立春日丘高校 反磁性磁化率をはかる：永久磁石による磁場勾配力と重力とを直交させた測定法
の開発

第 11回 早稲田大学 2015年 3月 22日 福岡県立小倉高校 「レオナルドの橋」を人が渡れるか
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全審査委員がすべての応募レポートを審査する形で行って
きた．このため 2014年は審査委員一人が 50件以上の審査
を行うことになり，審査委員に極めて多大な労力を要求す
ることとなった．また，この段階では，提出されたレポー
トの完成度はそれほど高くなく，これも審査委員の労力を
増す．このような状況に対応するため 2015年からはより
多くの審査委員の方に 1次審査をお願いし，かつ各審査委
員の担当件数に上限を設けた．これにより応募研究全体を
把握することは難しくなったが，各応募レポートをより詳
細に検討することができるようになったと考えている．ま
た中高生の研究は指導される熱心な先生方のご努力によっ
て可能となっている．そのため 2013年からそのご努力を
称えるため物理教育功労賞を設け，これまで13名の中学・
高校の先生方に授与している．

1次審査の対象となるレポートはその段階では完成度が
それほど高くないものも多い．これは論文形式に不慣れな
生徒が多いこととともに，高校までの国語教育にも大きな
問題があるのではないかと考えている．しかし Jr.セッショ
ン当日の発表は内容とともにそのプレゼンテーション能力，
議論の仕方などのすばらしさに驚かされるものが多い．会
員からの厳しい質問にも怯むことなく，しっかりと自分た
ちの研究のオリジナリティーを主張し，また他校の近い研
究を行っているグループとは詳細な議論を行っている．レ
ポート提出から発表までの短期間での発展は伸び盛りの中
高生の成長の速さを示すものであるとともに，物理学会
Jr.セッションよりも前に他の場で発表しているものも多
く，経験を積んだ成果もあると考えられる．そして発表す
る生徒も議論する生徒も，大いに楽しんでいる．12）

6.　今後の課題
ここまで，これまでの Jr.セッションを振り返り現状を

報告してきた．ここで現在の課題を考えてみたい．まず第
1にあげられるのが時間の不足である．先にも記したよう
に生徒たちはお互いの間の議論を楽しんでいる．そのよう
な議論を奨励するため今回から近いテーマのポスター発表
は近い場所で行ってもらうようにした．しかし，その議論
の時間がなかなかとれないのである．特に遠方からのポス
ター発表への参加校は参加者も少ないため自分たちの発表
にかかり切りになり，他校のポスターを見に行けず議論も
できない．また口頭発表においては限られた時間のため，
議論の時間も制約を受ける．
本会の Jr.セッションでは，参加校と生徒の奨励のため

賞を与えているが，審査委員は会員であり，大会では自ら
の講演を行い，関連の講演も聴かなければならない．Jr.

セッションの開催日数を増やすのは現実的ではないと思わ
れる．何とか一日に納め議論の時間も多くとるため，口頭
発表の件数を減らし，ポスター発表を 2部制にするなどの
案が考えられる．また，全発表が終わった後の最終審査は
参加生徒が特別講演を聴いている間に行っているが，これ

の時間的制約も厳しく，実際，審査が間に合わずスケ
ジュールが遅れることが何度もあった．効率的な審査方法
の確立も課題である．また，審査基準も問題である．Jr.

セッションにおいてどのような内容をよしとするかは審査
委員の物理の考え方，価値観に依存する部分もある．しか
し審査する限りは客観性が必要である．現在はその客観性
を担保するため，一件あたりの審査委員の数をある程度確
保し，いわば大数の原理によって客観的な審査が保証され
ることを期待している．しかし，研究の価値が多数決で決
まるわけではない．そのため審査委員特別賞を設けて対応
しているが，その賞の選考基準が問題となる．対象となる
研究も SSH校などで大学の指導を受けているものや，先
輩から何代にもわたって同じテーマを掘り下げて研究を
行っている場合もある．それらをどのように評価するかは
各審査委員の判断に任せられ，それなりにうまく機能して
いるように思われるが，今後より一層発表件数および審査
員の人数が増えると再考が必要かもしれない．現在，前回
の Jr.セッション参加者を対象にアンケートを実施してお
り，それも参考に今後の進め方を考えていきたい．
このように現在，いくつかの課題を抱えてはいるものの，
本会の Jr.セッションは概ね成功しているといえるだろう．
では今後はどのような方向へ進むべきであろうか．上記の
課題の克服は当然，果たさなければならない．それととも
に物理学会の中での Jr.セッションの位置づけも考える必
要があろう．本会理事会では現在 Jr.会友制度の導入を検
討中である．これは Jr.セッション参加者を中心として，
物理への興味を育み物理あるいは広く自然科学に理解のあ
る人を一人でも多く育てようという趣旨に基づく制度であ
る．Jr.セッションや Jr.会友制度により大学において物理
を志望する人，ひいては物理学会会員が増えればそれに越
したことはない．しかし，Jr.セッションは単に物理志望
者を増やすことを目的とするべきではないと考えている．
Jr.セッションへ向けての研究，レポートの作成，発表の
準備，参加などを通して受けた刺激，論理的な考え方が，
中高生が将来どのような道に進もうと必ず役に立つものと
なることを目的とすべきであろう．
現在，Jr.セッションでは発表する生徒たちもそれを聴
く我々物理学会員も Jr.セッションを楽しんでいる．その
ようなことが可能であるのも，様々な現象もしっかり実
験・観察を行い基礎に戻って論理的に考えていけば中高生
も我々も同じ土俵の上で議論ができるという物理という学
問の力であろう．中高生と我々お互いへの刺激，楽しさ，
多様性，そしてそのような物理の力を広く知ってもらうこ
とは今後とも大切にしていきたいと考えている．
これからの 10年で日本の社会，この世界がどのように
変わっていくか，まったく予断を許さない．しかし，現象
をしっかり観察しそこから推論を立てそれを検証する，そ
の成果を論理的に他者に伝える，という力が今後ますます
重要となることは間違いないであろう．今後 10年の内に
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は Jr.セッションを通してそのような力を育てた人たちが
社会の様々な場所で活躍し，また Jr.セッションの審査員
にも加わってくれることを期待している．

Jr.セッションに参加され，ご指導をされた先生方，そ
れに後援してくださった開催地の教育委員会，審査等にご
協力いただいた学会員の皆様に感謝いたします．会員の皆
様には参加等を通じて一層のご協力をいただければ幸いで
す．またホームページもご覧いただければありがたく存じ
ます．11）
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