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科学技術振興機構報 第１５１５号 

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ６ 日  
 

東京都千代田区四番町５番地３  
科学技術振興機構（ＪＳＴ） 
Tel：03-5214-8404（広報課） 
URL https://www.jst.go.jp 

 
 

「第９回科学の甲子園ジュニア全国大会」の開催について 
 

ＪＳＴ（理事長 濵口 道成）は、科学好きの裾野を広げるとともに、次世代の科学技術イ

ノベーションの創出を担う優れた人材の育成を目的として、全国の中学生が都道府県を代表

して科学の力を競う「第９回科学の甲子園ジュニア全国大会」を令和３年１２月３日（金）

から１２月５日（日）まで、兵庫県姫路市で開催します。 

昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため「第８回科学の甲子園ジュニア全国大

会」を中止し、代替として「令和２年度科学の甲子園ジュニアエキシビション大会」を実施

しました。 

今年度は、通常開催を予定しており、全国大会では、各教育委員会が実施する都道府県大

会で選出された４７の代表チームが、理科や数学などの複数分野にわたる「筆記競技」と「実

技競技」に取り組み、総合点を競います。本大会は、兵庫県、兵庫県教育委員会、姫路市と

の共催で、文部科学省などの協力を得て開催します。今年度は４７都道府県からの参加が予

定されており、６月５日長野県での実施を皮切りに、都道府県大会が行われています。 

変化の激しい知識基盤社会を迎え、中学校教育においても科学的リテラシーの醸成が求め

られる一方で、学力・学習状況調査を通じた中学段階での生徒の「理科離れ」や、科学好き

の生徒が切磋琢磨し評価される場の不足が指摘されています。こうした中、全国の中学生が

科学と実生活・実社会との関連に気付き、科学を学ぶことの意義や楽しさを実感できる場と

して「科学の甲子園ジュニア全国大会」を実施します。 

ＪＳＴでは、発達段階に応じ才能を伸ばせるよう体系的な人材育成に取り組んでいます。

「科学の甲子園ジュニア全国大会」や高校生版「科学の甲子園全国大会」などの事業を通じ

て、科学好きの裾野を広げ、活躍する機会を提供していきます。 

大会の概要や出場チーム選考などの詳細は、別紙、または下記ＵＲＬを参照してください。 

また、新型コロナウイルス感染症の状況により開催方法などが変更になる可能性もあ

ります。最新情報については下記ＵＲＬを参照してください。 

日 程 ：令和３年１２月３日（金）～１２月５日（日） 

場 所 ：姫路市文化コンベンションセンター アクリエひめじ 

（兵庫県姫路市神屋町１４３−２） 

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://koushien.jst.go.jp/koushien-Jr/ 

 

＜添付資料＞ 

別 紙：「第９回科学の甲子園ジュニア全国大会」開催概要 

参考１：「第９回科学の甲子園ジュニア全国大会」協働パートナー一覧 

参考２：「第９回科学の甲子園ジュニア全国大会」都道府県大会開催日程一覧表 

 



2 

 

＜お問い合わせ先＞ 

科学技術振興機構 理数学習推進部 才能育成グループ 

〒332-0012 埼玉県川口市本町４－１－８ 川口センタービル 

ラオ ちぐさ、岡田 啓一（オカダ ケイイチ） 

Tel：048-226-5665 Fax：048-226-5684 

E-mail：koushien-jr[at]jst.go.jp 
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「第９回科学の甲子園ジュニア全国大会」開催概要 
 

１．目的 

科学の甲子園ジュニアは、理科や数学などにおける複数分野の競技に協働して取り

組むことを通じて、全国の中学生が科学の楽しさ、面白さを知り、科学と実生活・実

社会との関連に気付き、科学を学ぶことの意義を実感できる場を提供することによっ

て、科学好きの裾野を広げるとともに、未知の分野に挑戦する探究心や創造性に優れ

た人材を育成することを目的とします。 

 

２．全国大会の実施・協力体制 

① 主催 科学技術振興機構（ＪＳＴ） 

② 共催 兵庫県、兵庫県教育委員会、姫路市 

③ 後援 文部科学省、全日本中学校長会、全国中学校理科教育研究会 

   公益社団法人 日本理科教育振興協会 

都道府県教育委員会および協働パートナーの協力を得て開催 

 

３．開催日程 

① 令和３年１２月３日（金）～５日（日） 

② 大会の日程は以下の通り 

※新型コロナウイルスの感染状況により、開催方法などが変更になる可能性もあ

ります。 

１２月３日（金） 開会式 

１２月４日（土） 筆記競技、実技競技 

１２月５日（日） 表彰式 

 

４．場所 

姫路市文化コンベンションセンター アクリエひめじ（兵庫県姫路市神屋町１４３−

２） 

 

５．出場チーム 

① 各都道府県教育委員会は当該都道府県内の全ての中学校などを対象とした全国大

会の代表を選考するための都道府県大会を行います。その実施方法は当該都道府県

教育委員会の定めによります。 

② 全国大会出場チームは、１都道府県１チームとします。 

③ 全国大会出場チームは複数の学校で編成される場合もあります。 

④ 出場チームは中学１、２学年の生徒（中等教育学校前期課程にあっては同年次の生

徒）で構成します。 

⑤ 出場チームの員数は６人とします。 

 

６．競技の種類 

全国大会では、「筆記競技」と「実技競技」を行います。 

① 筆記競技 

理科・数学などの複数分野において、実生活・実社会との関連、融合領域に配慮し

た出題とし、生徒の修得済みの知識に加え、競技に必要な新たに示された情報を統

合することで課題を解決します。 

別紙 
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② 実技競技 

ものづくりの能力、コミュニケーション能力などを用いて課題解決能力を競います。 

 

７．競技の形式 

筆記競技は６人１チーム。実技競技は３人１チームで、課題を分担、相談するなど

協力して成果を競い合います。競技数、競技者数および競技時間は以下の通りです。 

種 目 競技数 競技者数 競技時間 

筆記競技 １競技 ６名／１競技 ７０分程度／１競技 

実技競技 ２競技 ３名／１競技 ９０分程度／１競技 

 

８．表彰など 

① 各競技の成績点数の合計によって優勝チームを決定します。 

② 優勝チームに文部科学大臣賞を授与するほか、成績上位チームについても表彰し

ます。 

③ 主催者は協賛企業を募り、その他の表彰を授与します。 

④ 成績上位の出場チームについては、その成績を公表します。 

 

９．その他 

① 新型コロナウイルス感染拡大状況により、全国から会場に集まるのではなく、各

都道府県で競技を実施する分散開催で行うなど、開催方法などが変更になる可能

性があります。 

② 実施形態は、政府による緊急事態宣言などの動向や、連携自治体のイベント開催

方針を踏まえて判断します。 

 

 

以上 
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「第９回科学の甲子園ジュニア全国大会」協働パートナー一覧 

（５０音順・予定含む） 

 

 
 

 

 

Ｎｏ． 協賛企業・団体 

１ 株式会社内田洋行 

２ 宇部興産株式会社 

３ 株式会社学研ホールディングス 

４ 株式会社キョーリン 

５ ケニス株式会社 

６ 株式会社島津製作所／株式会社島津理化 

７ スカパーＪＳＡＴ株式会社 

８ 帝人株式会社 

９ 株式会社東芝 

１０ トヨタ自動車株式会社 

１１ 株式会社ナリカ 

１２ 公益社団法人 日本理科教育振興協会 

１３ 公益財団法人 ひょうご科学技術協会 

１４ 株式会社ヤガミ 

  

Ｎｏ. 応援企業・団体 

１ 花王株式会社 

２ サントリーホールディングス株式会社 

３ テクノプロ・グループ 

４ 公益財団法人 日本発明振興協会 

参考１ 



「第９回科学の甲子園ジュニア全国大会」都道府県大会開催日程一覧表

令和３年７月１６日現在

No. 都道府県 都道府県大会主催者 都道府県大会実施日 都道府県大会実施場所 問い合わせ先

1 北海道

＜主催＞
北海道教育委員会
＜共催＞
札幌市教育委員会
北海道中学校理科教育研究会
北海道算数数学教育会

令和３年９月５日（日）
地区予選は、令和３年８月２１日（土）
※新型コロナウイルスの感染状況により中止、延期等の可
能性がある。

北海道札幌南高等学校
※地区予選は、北海道内１５会場

北海道教育庁 学校教育局 義務教育課
ＴＥＬ：０１１－２３１－４１１１（内線：３５－７８０）

2 青森県
青森県教育委員会
青森県中学校教育研究会理科部会

令和３年８月７日（土） 青森県総合学校教育センター
青森県教育庁 学校教育課 小中学校指導グループ
ＴＥＬ：０１７－７３４－９８９５

3 岩手県 岩手県教育委員会 令和３年８月２８日（土） 岩手県立総合教育センター
岩手県教育委員会 事務局学校教育室　義務教育担
当
ＴＥＬ：０１９－６２９－６１３７

4 宮城県 宮城県教育委員会 令和３年８月２１日（土） 宮城県総合教育センター
宮城県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０２２－２１１－３６４３

5 秋田県

＜主催＞
秋田県教育委員会
＜共催＞
国立大学法人秋田大学教育文化学部

令和３年８月１日（日）
県立大館国際情報学院中学校
国立大学法人秋田大学
県立横手清陵学院中学校

秋田県教育庁 義務教育課 学力向上推進班
ＴＥＬ：０１８－８６０－５１４４

6 山形県
山形県教育委員会
国立大学法人山形大学（共催）

第１次予選　令和３年８月３日（火）～８月１７日（火）
第２次予選　令和３年９月２６日（日）

第１次予選　参加申し込みのあった各中学校
第２次予選　山形大学SCITAセンター

山形県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０２３－６３０－３０５４

7 福島県 福島県教育委員会 令和３年８月１９日（木）
福島大学
福島県立ふたば未来学園中学校
福島県立会津学鳳中学校

福島県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０２４－５２１－７７７４

8 茨城県 茨城県教育委員会 令和３年８月２８日（土） 茨城県教育研修センター
茨城県教育庁 学校教育部 義務教育課
ＴＥＬ：０２９－３０１－５２２６

9 栃木県 栃木県教育委員会 令和３年８月２８日（土） 栃木県総合教育センター
栃木県教育委員会事務局 義務教育課
ＴＥＬ：０２８－６２３－３３９２

10 群馬県 群馬県教育委員会
１次予選　令和３年７月３０日（金）
２次予選　令和３年９月４日（土）

１次予選　各学校（オンライン開催）
２次予選　群馬県生涯学習センター

群馬県教育委員会 義務教育課
ＴＥＬ：０２７－２２６－４６１５

11 埼玉県 埼玉県教育委員会 令和３年７月１７日（土） 埼玉県立総合教育センター
埼玉県教育局 義務教育指導課
ＴＥＬ：０４８－８３０－６７７９

12 千葉県 千葉県教育委員会
令和３年８月２１日（土）
予備日：令和３年８月２２日（日）
＊感染状況によっては両日を大会にする可能性もあり

千葉県総合教育センター
千葉県教育庁 教育振興部 学習指導課
ＴＥＬ：０４３－２２３－４０５７

13 東京都 東京都教育委員会 令和３年９月２０日（月・祝） 東京都立産業貿易センター台東館
東京都教育庁 指導部 義務教育指導課
ＴＥＬ：０３－５３２０ー６８４１

14 神奈川県 神奈川県教育委員会 令和３年８月２１日（土） 神奈川県立総合教育センター
神奈川県教育委員会 教育局 支援部
子ども教育支援課教育指導グループ
ＴＥＬ：０４５－２１０－１１１１

15 新潟県 新潟県教育委員会 令和３年９月２５日（土） 新潟県立自然科学館
新潟県教育庁 義務教育課 指導第２係
ＴＥＬ：０２５-２８０-５６０５

16 富山県
富山県
富山県教育委員会

令和３年８月７日（土）

県内４会場
　・富山県立魚津高等学校
　・富山県立富山中部高等学校
　・富山県立高岡高等学校
　・富山県立砺波高等学校

富山県教育委員会 教育企画課
ＴＥＬ：０７６－４４４－４５８３

17 石川県 石川県教育委員会
令和３年７月５日（月）～８月６日（金）
※期間内に各学校で実施

各学校
石川県教育委員会 学校指導課
ＴＥＬ：０７６－２２５－１８２７

18 福井県 福井県教育委員会 令和３年８月７日（土）

県下８会場
（福井県国際交流会館、福井県中小企業産業大
学校、福井県教育総合研究所、大野市結とぴ
あ、武生商工会議所、鯖江商工会議所、若狭湾
エネルギー研究センター、嶺南教育事務所）

福井県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０７７６-２０-０５７５

19 山梨県

主催　山梨県教育委員会
　　　　科学の甲子園ジュニア山梨県大会
事務局

共催　公益社団法人山梨科学アカデミー

令和３年８月２８日（土） 山梨県総合教育センター
山梨県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０５５－２２３－１７６４

20 長野県 長野県教育委員会

地区予選会（信州Makers教室）
　<北信地区>令和３年６月５日（土）
　<東信地区>令和３年６月６日（日）
　<南信地区>令和３年６月１９日（土）
　<中信地区>令和３年６月２０日（日）

県大会（信州Makersキャンプ）
　令和３年８月７日（土）～９日（月）

地区予選会（信州Makers教室）
　４地区ともオンラインにて実施

県大会（信州Makersキャンプ）
　長野県総合教育センター

長野県教育委員会事務局
学びの改革支援課 義務教育指導係
ＴＥＬ：０２６－２３５－７４３４

21 岐阜県 岐阜県教育委員会

<岐阜地区>令和３年８月２１日(土)
<西濃地区>令和３年８月１８日(水)
<美濃・可茂地区>令和３年８月１８日(水)
<東濃地区>令和３年８月１８日(水)
<飛騨地区>令和３年８月１８日(水)

岐阜県総合教育センター
西濃総合庁舎
中濃総合庁舎
恵那総合庁舎
飛騨総合庁舎

岐阜県教育委員会 学校支援課
ＴＥＬ：０５８－２７２－１１１１（内線：３６９６）

22 静岡県 静岡県教育委員会　義務教育課
令和３年７月２４日（土）
（予備日：令和３年７月２５日（日））

静岡県総合教育センター
東部総合庁舎

静岡県教育委員会 義務教育課
ＴＥＬ：０５４－２２１－３１０６

23 愛知県 愛知県教育委員会
トライアルステージ：令和３年７月３１日（土）
グランプリステージ：令和３年８月２８日（土）

愛知県総合教育センター
愛知県教育委員会 義務教育課
ＴＥＬ：０５２－９５４－６７９９

24 三重県 三重県教育委員会 令和３年９月１１日(土) 三重県総合文化センター
三重県教育委員会事務局 小中学校教育課
ＴＥＬ：０５９－２２４－２９６３

参考２
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「第９回科学の甲子園ジュニア全国大会」都道府県大会開催日程一覧表

令和３年７月１６日現在

No. 都道府県 都道府県大会主催者 都道府県大会実施日 都道府県大会実施場所 問い合わせ先

参考２

25 滋賀県 滋賀県教育委員会
【予選】　令和３年８月４日（水）
【決勝】　令和３年８月１８日（水）
※参加校が少ないときは、決勝のみ実施

【予選】
　大津会場　コラボしが21
　米原会場　米原学びあいステーション
【決勝】
　滋賀県立琵琶湖博物館

滋賀県教育委員会事務局 幼小中教育課
ＴＥＬ：０７７－５２８－４６６２

26 京都府
京都府
京都府教育委員会
京都市教育委員会

【筆記予選】　令和３年８月７日（土）
【実技決勝】　令和３年９月１１日（土）

京都府総合教育センター
京都府総合教育センター　北部研修所
京都市青少年科学センター

京都府教育庁 学校教育課 指導第１係
ＴＥＬ：０７５ー４１４ー５８３３

27 大阪府 大阪府教育庁 令和３年８月１０日（火） 大阪府教育センター
大阪府教育庁 市町村教育室 小中学校課
学力向上グループ
ＴＥＬ：０６－６９４４－３８５９

28 兵庫県 兵庫県教育委員会 令和３年８月１７日（火） 小野市総合体育館
兵庫県教育委員会事務局 義務教育課
ＴＥＬ：０７８－３６２－３７７２

29 奈良県 奈良県教育委員会 令和３年８月２８日（土） 奈良県立教育研究所
奈良県教育委員会事務局 学校教育課 義務教育係
ＴＥＬ：０７４２－２７－９８５４

30 和歌山県 和歌山県教育委員会

予選会【筆記競技の部】
令和３年８月４日（水）
(予備日　令和３年８月５日（木）)

決勝大会【実技競技の部】
令和３年９月５日（日）

予選会：参加申込みのあった各中学校

決勝大会：和歌山県立情報交流センターBig・U

和歌山県教育庁 学校教育局 義務教育課
ＴＥＬ：０７３－４４１－３６６１

31 鳥取県 鳥取県教育委員会 令和３年８月１９日（木） 伯耆しあわせの郷
鳥取市教育委員会事務局 小中学校課
ＴＥＬ：０８５７－２６－７９３５

32 島根県 島根県教育委員会 令和３年７月３１日（土） 県内５会場（松江・出雲・浜田・益田・隠岐）
島根県教育庁 教育指導課
ＴＥＬ：０８５２－２２－６８６２

33 岡山県 岡山県教育委員会 令和３年９月２５日（土） ライフパーク倉敷
岡山県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０８６－２２６－７５８４

34 広島県 広島県教育委員会 令和３年８月２８日（土） 広島県立教育センター
広島県教育委員会事務局 教育部　義務教育指導課
ＴＥＬ：０８２－５１３－４９７６

35 山口県
山口県
山口県教育委員会

令和３年８月２１日（土） 山口県セミナーパーク
山口県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０８３－９３３ー４６００

36 徳島県 徳島県教育委員会 令和３年９月１８日（土） 徳島県立総合教育センター
徳島県立総合教育センター 教職員研修課
ＴＥＬ：０８８－６７２－５１００

37 香川県 香川県教育委員会義務教育課 令和３年８月２９日（日） 香川県教育センター
香川県教育委員会事務局 義務教育課
ＴＥＬ：０８７－８３２－３７４２

38 愛媛県 愛媛県教育委員会 令和３年８月２４日（火） 愛媛県生涯学習センター
愛媛県教育委員会 事務局指導部 義務教育課
ＴＥＬ：０８９－９１２－１０００（４８１７）

39 高知県 高知県教育委員会
【予選】令和３年７月４日（日）

【本選】令和３年８月１日（日）

予選（５会場）
　安芸市総合社会福祉センター
　高知県立ふくし交流プラザ
　高知県教育センター
　須崎市立市民文化会館
　中村地区建設協同組合会館
本選
　高知県教育センター

高知県教育委員会事務局 小中学校課
ＴＥＬ：０８８－８２１－４７３５

40 福岡県 福岡県教育委員会

地区大会
　令和３年７月２５日（日）

福岡県大会
　令和３年８月２９日（日）

地区大会
  【福岡地区】　   福岡教育事務所
  【北九州地区】　北九州教育事務所
  【北筑後地区】　久留米ビジネスプラザ
  【南筑後地区】　南筑後教育事務所
  【筑豊地区】　   筑豊教育事務所
  【京築地区】　   京築教育事務所
  【北九州市】　   北九州市立教育センター
  【福岡市】        福岡市教育センター

福岡県大会
                   福岡市教育センター

福岡県教育庁 教育振興部 義務教育課
ＴＥＬ：０９２－６４３－３９１０

41 佐賀県 佐賀県教育委員会
【筆記競技】令和３年８月２１日（土）
【実技競技】令和３年９月１８日（土）

佐賀県庁　大会議室
佐賀県教育庁 学校教育課
ＴＥＬ：０９５２－２５－７３９５

42 長崎県 長崎県教育委員会 令和３年８月１６日（月）～９月１０日（金） 参加申込みのあった中学校で実施
長崎県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０９５－８９４－３３７３

43 熊本県 熊本県教育委員会 令和３年８月６日（金） ホテル熊本テルサ
熊本県教育庁 市町村教育局 義務教育課
ＴＥＬ：０９６－３３３－２６８８

44 大分県 大分県教育委員会
第１次予選　令和３年８月４日（水）
第２次予選　令和３年１０月２日（土）

第１次予選　別府ビーコンプラザ
第２次予選　大分県教育センター

大分県教育庁 義務教育課 義務教育指導班
ＴＥＬ：０９７－５０６－５５３４

45 宮崎県 宮崎県教育委員会
一次予選　令和３年７月３１日（土）
二次予選　令和３年８月２８日（土）

一次予選　　（県内３会場）
　　　　　　　　県教育研修センター
　　　　　　　　高城生涯学習センター
　　　　　　　　県延岡総合庁舎
二次予選　　宮崎市佐土原総合文化センター

宮崎県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０９８５－２６－７２３９

46 鹿児島県 鹿児島県教育庁義務教育課 令和３年７月２２日（木）～８月３１日（火）
申し込みのあった中学校で実施
（合同チームで参加する場合は、市町村教育委
員会が調整）

鹿児島県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０９９－２８６－５３００

47 沖縄県 沖縄県教育委員会 令和３年８月２５日（水） 沖縄県立総合教育センター
沖縄県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０９８－８６６－２７４１
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