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祝　　辞

　はいさい、ぐすーよー、ちゅーうがなびら。

　第 42 回沖縄青少年科学作品展の開催にあたり、御挨拶を申し上げます。

　沖縄電力株式会社が中心となり 1979 年（昭和 54 年）からスタートした「沖縄青少年科学作品展」が、今年も盛大

に開催されますことをお喜び申し上げます。

　長年にわたり本作品展の開催に御尽力なさっている関係者の皆様に対し、心から敬意を表します。

　さて、沖縄県には、世界の科学界をリードする沖縄科学技術大学院大学（OIST）があります。昨年、シュプリンガー・

ネイチャー社による論文の質や研究機関の貢献度を反映させた評価ランキングが初めて公表され、OIST は日本第１

位、世界では第９位という素晴らしい研究成果を発揮しております。

　この OIST 設立の中心となって取り組んだ人物に、ノーベル生理学・医学賞を受賞されたシドニー・ブレナー博士

がいます。ブレナー博士は、御生前、「イノベーションは未知のものへの挑戦からのみ生まれる。創造性とは、間違っ

たことを言うことを恐れないことだ。」と語られ、科学技術の研究者を目指す若者にエールを送りました。

　今回、作品を出展した皆さんは、研究を進める中で失敗をしたり、仲間同士で考えをぶつけ合ったりと、ブレナー

博士がおっしゃった「挑戦」や「間違いを恐れない」ことを身をもって体験されていることでしょう。この体験を大

切にして、将来の沖縄、日本、世界を牽引する人材として成長し、御活躍されることを願っております。

　

　また、本日お集まりの先生方、保護者、関係者の皆様におかれましては、子ども達が科学技術に親しみ、理解を深

めるための惜しみない御支援を賜りますとともに、子ども達が挑戦し続けられるよう背中を押し、優しく見守ってい

ただきますようお願い申し上げます。

　結びに、沖縄電力株式会社をはじめ、本日お集まりの皆様の益々の御活躍と御健勝を祈念申し上げ、お祝いの言葉

といたします。

　いっぺーにふぇーでーびる。

令和２年２月 15 日  　　　　　

沖縄県知事　玉城　デニー
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Congratulatory Speech

　Haisai Gusuu-yoo Chu-uganabira. (Hello everybody, how are you)

　I would like to say a few words as to celebrate the 42nd Exhibition of the science-work by the 

students in Okinawa to take place.

　I also would like to celebrate commemorating the 42nd year of this Exhibition of the science-work by 

the students in Okinawa since started back in 1979.

　I would like to show my sincere gratitude to those of who were involved to host this exhibition for a 

long time.

　In Okinawa, there is Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) leading 

the world scientific community. The evaluation ranking by Spring Nature company was announced that reflect 

the contribution degree of the research organization and quality of the dissertation for the first-time 

last year based on the consideration of its size and OIST shows splendid results of research by came in 

the first in Japan and the ninth place in the world. 

　Dr. Sydney Brenner who won Nobel Prize in Physiology or Medicine, is a person who played key role to 

establishing this OIST. Dr. Brenner used to say that “the innovation comes only out of the challenge 

to an unknown. Creativity is not to be afraid of saying wrong thing” to encourage the young people who 

wanted to become researcher of science technology.

　I believe that everybody who exhibited a project this year must have failed, argued with your 

colleague to experience as” challenge” or “not afraid of mistake” just like Dr. Brenner have said.  

　I'm hoping that you will cherish this experience and grow up to be a leading person who will lead our 

future Okinawa, Japan and the world.

　Also, I would like to ask to parents, people from related field for your continuing support and to look 

over them for children to able to continue their challenge and leads to their future career. 

　At last, I would like to wish the prosperity and continuous success of the Exhibition to make this as 

my congratulatory speech. I thank you very much.

February 15th 2020.

Governor of Okinawa Prefecture

Denny Tamaki
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ご　挨　拶

　第４２回沖縄青少年科学作品展の表彰式に当たり、ご挨拶を申し上げます。

　受賞された皆さん、誠におめでとうございます。

　また、これまで御指導にあたられた先生方、そして常に子供たちを見守り励ましてくださっている保護者の皆様に、

心からお祝い申し上げます。

　本作品展は、「青少年の科学に対する関心と興味を喚起し、本県の科学教育の振興と地域産業の担い手としての人

材育成」を目的に、昭和５４年から開催され、今回で４２回目を数えております。児童生徒の作品展への出品を通し

て、科学への興味・関心を高め、夢や希望を育んでまいりました。長きに渡り本作品展を主催しておられます沖縄電

力株式会社様をはじめ、支えてくださった多くの皆様に深く感謝と敬意を表します。

　沖縄県教育委員会では、児童生徒の皆さんが、郷土の自然を愛し、楽しく科学を学べるように、地域の自然や文化

遺産など、地域素材の積極的な教材化を推進するとともに、高校生を対象とした「沖縄科学グランプリ」、中学生を

対象とした「科学の甲子園ジュニア沖縄県大会」を開催する等、理科教育の充実・発展に努めているところです。

　今回の入賞作品につきましても、豊かな発想で行った研究や、ねばり強く長期間にわたり観察を続けた作品など、

様々な視点で熱心に取り組んだ成果には目を見張るものがあります。御来場の方々にも、驚きと感動を与える作品と

なっているものと思います。

　受賞された児童生徒の皆さんは、本日の受賞の喜びと感激を忘れることなく、科学する楽しさや未知の世界を探究

する心、最後までねばり強くやり遂げる態度を、持ち続けてほしいと思います。そして、この沖縄から世界に羽ばた

く研究者が数多く育っていくことを期待しています。

　結びに、この事業のために多大な御尽力を賜りました沖縄電力株式会社様をはじめ、大会を支えてくださっている

皆様に深く感謝と敬意を表し、挨拶といたします。

令和２年 2月 15 日　

沖縄県教育委員会 　

教育長　平敷昭人

－3－



Congratulatory Speech

　I would like to congratulate in this awarding ceremony at the 42nd Exhibition of the science -work by 

the students in Okinawa.

　Congratulation to all the prizewinner here today.

　I would like to congratulate teachers and parents who provided guidance, encouragement and support to 

students from bottom of my heart. 

　This exhibition’s purpose is to promote science education and to support cultivating key persons in 

this prefecture and this is 42nd year for this exhibition since 1979.

　I would like to express deepest gratitude to Okinawa Electric Power Company for hosting this 

exhibition and those of who supported for a long time.

　As Okinawa Board of Education, we would like to continue our effort to fulfill and develop teaching 

science, such as materializing information regarding local nature and cultural heritage, so that 

students could keep their love for nature, and to have a fun learning the science. We also carry out “the 

Okinawa science Grand prix” for high school students, “Okinawa junior science Grand prix” for junior 

high school students for enhancement, development of the science education.

　By looking at the project that won the prize, I can see tenacious long-time study and observation that 

lead from great idea. I am convinced that your effort and this result will touch people’s heart who 

visits this exhibition.

　I would like to ask you to keep the pleasure you gain from scientific knowledge, the heart that 

investigates the unknown world and the attitude accomplished perseveringly until the end without 

forgetting today's delightful feeling of winning a prize. I hope that many researchers will be produce 

and spread their wings in the world from Okinawa.

　At last, I would like to thank all the support we received from the Okinawa Electric Power Co, Inc. 

and all the people who put in their effort to make this possible.

　Thank you very much. And I would like to make this as my speech.   

Feb 15th 2020

Okinawa prefectural board of education

Chairman of the board  Shoujin Heshiki

－4－



主催者挨拶

　第42回沖縄青少年科学作品展の開催にあたり、ご挨拶申し上げます。

　1979 年から毎年開催してまいりました本作品展は、今年で 42 回目を迎えました。これもひとえに、児童・生徒の

皆さんの努力はもとより、指導者の皆様、関係各位の多大なご支援とご協力の賜と深く感謝いたします。

　今年も多くの研究作品の応募があり、いずれの作品も素晴らしい出来栄えでした。本日表彰を受ける児童・生徒の

皆さん、おめでとうございます。また、日頃から熱心にご指導された先生方、保護者の皆様へ心よりお祝いを申し上

げます。

　さて、昨年は吉野彰さんがリチウムイオン二次電池の発明に貢献しノーベル化学賞を受賞しました。日本国内の企

業に所属する技術者としては、2002 年に受賞した田中耕一さんに続き、2人目のノーベル化学賞受賞となるそうです。

　吉野さんは、あるテレビ番組のインタビューの中で、研究を成功させる秘訣として、壁にぶつかっても何度も何度

も耐えていく粘り強さや、時には「何とかなる」という柔らかい発想を持ち、バランスを取りながら進めていくこと

が重要だと仰っていました。

　また、子どもたちへ向けて次のように述べています。「いろんなことに関心を持って、好奇心を持って、何でもい

いから幅を広げていく。その中で、将来進みたい道が見えてくると思うので、ぜひ好奇心を持って、日々過ごしてほ

しい。」

　この場にいる青少年の皆さんも研究に取り組む中で、数々の困難が立ちはだかり、その解決策に頭を悩ませたこと

もあったかと思います。粘り強く目の前の研究に取り組みながら、一方で新たな発見にも目を向け、これからも様々

なことに挑戦していただきたいと思います。

　今回の作品展のテーマは「科学でつながる みんなの未来！」です。児童・生徒の皆さんが、科学に対する関心と

興味を持ち続け、将来、世界で活躍する科学者が現れることを期待しています。沖縄電力は、これからも本作品展を

通して、沖縄県の科学教育の振興と人材育成を応援してまいります。

　結びに、本日ご臨席を賜りましたご来賓の皆様方、本作品展の開催にあたり、多大なご協力をいただきました沖縄

県、沖縄県教育委員会、理科教育に携わる多くの先生方、そして、アメリカンスクールを含め関係者の皆様に心から

感謝申し上げ、ご挨拶といたします。

2020 年 2 月 15 日 　　　　　　

沖縄電力株式会社　　　　　　

代表取締役社長　本永 浩之

－5－



The 42nd Exhibition of The Science-work by
 The Students in Okinawa 

A word from Sponsor

　I would like to say a few words for commencing of the 42nd Exhibition of the science-work by the 

students in Okinawa.

　This is 42nd year for this exhibition since we started to host in 1979. This was made possible thanks 

to all the students who are here today for putting your effort, also all the people who were involved 

and provided support in this exhibition. And I thank you. 

　We had many projects entered this year and every project was great project. I would like to say, 

congratulation to all the prizewinner for recognition of your hard work. In addition, I would like to 

congratulate to all the teachers who provided the guidance to the students.

　Mr. Akira Yoshino have won the Nobel Prize for Chemistry last year for achievement that contributed 

to the invention of the lithium ion rechargeable battery. For an engineer belonging to the company in 

Japan, he become the second Nobel Prize winner in Chemistry following Koichi Tanaka who won in 2002.

　Mr. Yoshino mentioned in TV interview that the secret to succeed in research is that you have to have 

the tenacity to endure over and over again even if you hit the wall, to have flexible idea to think” I’

ll make it somehow” to continue with balance. He also sends the message to children as “be interested 

in various things with curiosity, broaden the point of view about anything is enough. Then, you will see 

the way you wants to proceed in the future, so I want you to spend every day with curiosity”.

　I’m sure that some of you here today had some trouble solving the problem while you worked on your 

project. I hope you will continue to challenge in various things while you focusing to　discover new 

things and approach the research in front of you tenaciously.

　This year, we have the theme as “The future of all, leading by science!” I hope that you will 

continue to have your scientific curiosity to become scientist who will be successful around the world in 

the future. As our company stands, we would like to continue our effort to promote science education and 

to support cultivating key persons through this exhibition. 

　At last, I would like to thank you all for your great support, Okinawa prefecture, Okinawa board of 

education and all the science teachers, including DoDDS who put great effort in making this exhibition 

successful, from bottom of my heart.

　Thank you very much. And I would like to make this as my greeting address.

February 15th 2020

The Okinawa Electric Power Co,.Inc

President   Hiroyuki Motonaga

－6－



実行委員長挨拶

　第42 回沖縄青少年科学作品展の開催にあたりご挨拶申し上げます。

本作品展も児童・生徒の皆さま、指導者の皆さま、関係各位の多大なご支援とご協力のもと 42 回目を迎えることが

できました。

　昨年は、吉野彰さんが、リチウムイオン二次電池の発明に貢献した功績をたたえられ、ノーベル化学賞を受賞しま

した。このような優れた功績を機にますます、青少年の皆様が科学に対する好奇心を広げ、探求する心を育んでいた

だきたいと思います。

　本作品展は青少年の科学に対する関心と興味を喚起し、沖縄県の科学教育の振興に資するとともに、地域産業の担

い手としての人材育成に寄与することを目的に 1979 年にスタートいたしました。第 42 回は「科学でつながる みん

なの未来！」をテーマに開催いたします。

　本作品展では、県内の小・中・高等学校、高等専門学校、アメリカンスクールから、総数 125 点の応募がありまし

た。小・中学校部門には、身近な生活や自然の中で感じた素朴な疑問に対し、工夫を凝らした実験や地道な観察を重

ねた力作が揃っています。また、高校・高専部門には、実験・観測の結果から優れた分析を行った作品が多く出展さ

れています。アメリカンスクールからは、身の周りの疑問に対してユニークな発想と着眼点で取り組んだ作品が集ま

りました。

　このような素晴らしい作品の中から、特に優秀と認められ表彰を受ける児童・生徒の皆様、ご指導が評価され優秀

指導者賞を受けられる皆様、誠におめでとうございます。

　また、熱心に指導された先生方、保護者の皆様にも改めて敬意を表します。

　本作品展では、全入賞作品の展示に加え、上位入賞者によるポスターセッションを行います。また、会場では、県

内の高等学校の先生方による「科学実験ステージショー」や科学の楽しさを体験できる ｢ チャレンジ実験コーナー ｣

など科学に関するイベントが盛りだくさんの内容となっております。さらに、より深く科学への興味を抱くための企

画として「科学教室」も設けております。

　本作品展を通して、科学に対する関心と興味が芽生えるきっかけとなると共に、沖縄県の科学教育の発展の一助と

なれば幸いです。

　最後に、本作品展の開催にあたり、多大なご支援・ご協力をいただきました沖縄県、沖縄県教育委員会、小・中・

高等学校、高等専門学校およびアメリカンスクールの理科教育に携わる先生方、ならびに関係者の皆様に心から感謝

申し上げます。

沖縄青少年科学作品展　　　　　

実行委員長　宮　里　　学　 
（沖縄電力株式会社　常務取締役）

2020 年 2 月 15 日
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The 42nd Exhibition of Science-work by 
students in Okinawa
Greeting address by chairman of the 
executive committee

　I would like to say a few words for commencing of the 42nd Exhibition of Science-work by students in 

Okinawa.

　Thanks to the support and cooperation from all the students, teachers and those of you who are 

involved to make this exhibition to see the 42nd year. 

　Mr. Akira Yoshino won the Nobel Prize for Chemistry for achievement that contributed to the invention 

of the lithium ion rechargeable battery. Taking advantage of such a superior achievement, I hope all of 

you will widen curiosity for the science and to nourish your inquiring mind. 

　We started this exhibition back in 1979 to arouse students' interests and enhance their involvement 

in Science and to contribute to the promotion of Science Education and the training of engineers as key 

persons in Okinawa regional industries as our goal. For this 42nd year, we have a theme as “The Future 

of All, Leading by Science!”.

　Total of 125 projects from elementary, middle, high schools and specialized vocational high school 

within the prefecture as well as from DoDDS entered the exhibition this year. The projects, which 

entered from elementary and middle schools were excellent projects, which repeated an experiment and the 

steady observation that concentrated a laborer for the simple question that they felt in everyday life 

and nature. In addition, in high schools and specialized vocational high school division, there are many 

superior works which they analyzed, and it is exhibited by a result of an experiment, the observation. 

The projects from DoDDS have unique idea and viewpoint from everyday life.

　I would like to congratulate to all the students who are receiving the awards, teachers who provide 

the guidance to the students and to parents who supported the students. 

　Moreover, I would like to extend my gratitude and respect to teachers and parents who lead the 

students with such enthusiasms and received recognitions.

　In addition to exhibition of the projects, we have poster session by top prize winners. Other than 

that, we have very popular “Science Demonstration Stage Show” conducted by teachers from high schools 

and “Challenging Experiment Booth”, where you can really feel the fun part of science; we have many 

events that make you feel more interested in science. Furthermore, we have an event that is like a class 

where you will be more interested in science.

　I would be very happy if we were some help to you to deepen the interest to science while you enjoy, 

feel closer and have interest in science. And at the same time, I hope to contribute to development of 

science education in Okinawa through this exhibition.

　At last, I would like to thank you all, to Okinawa prefecture, to Okinawa prefecture board of 

education, to teachers who were involved in science education at elementary, middle, high school, 

specialized vocational high school and DoDDS, and to all the staff who put great effort to make this 

exhibition successful from bottom of my heart.

February 15th, 2020

Manabu Miyazato

Executive Committee Chairman

Exhibition of Science-work by the Students in Okinawa

(Executive director of The Okinawa Electric Power Co., Inc.)
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第 42 回沖縄青少年科学作品展審査総評

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄青少年科学作品展

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審査委員長　赤　嶺　信　一

（沖縄県立総合教育センター　理科研修班長）

はじめに

　作品の審査につきましては、本作品展の趣旨である「青少年の科学に対する関心と興味を喚起し、沖縄県の科学教

育の振興に資するとともに地域産業の担い手としての人材育成に寄与する」ことを踏まえ、作品の審査基準（科学的

手法、テーマ・素材、努力、表現性、創造性、発展性）に沿って、26 名の審査員が慎重かつ公平、総合的に審議を

行いました。審議の結果、沖縄県知事賞３作品、沖縄電力社長賞２作品、沖縄県教育長賞８作品、環境奨励賞３作品、

佳作 68 作品、入選 36 作品、審査委員奨励賞２作品、優秀指導者賞２名の選定をしました。審査結果の詳細は表彰一

覧をご覧ください。

　応募作品数は、小学校 28 点、中学校 25 点、高等学校 62 点、アメリカンスクール 10 点の合計 125 点でした。応募

した学校数は、小学校 21 校、中学校 19 校、高等学校 21 校、アメリカンスクールが４校でした。応募作品の調査・

研究の態様は、小学校が個人で出品した個人研究が 25 点、グループで研究した共同研究が３点、中学校で個人研究

が 23 点、共同研究が２点、高等学校で個人研究が８点、共同研究が 54 点、アメリカンスクールでは個人研究が８点、

共同研究が２点となっておりました。これらのことより小学校・中学校の作品は、個人で興味・関心をもって夏休み

等を利用して長期的に取り組んだ個人研究が多く、高等学校では、探究活動の時間や科学クラブ等においてグループ

で研究した共同研究が多いのが特徴となっております。また、教科領域別の応募作品数では、生物領域が 58 点、化

学領域が 23 点、物理領域が 19 点、地学領域が 14 点、産業領域が 11 点で、各領域問わず環境問題に結びつけた研究

が多数ありました。研究内容については、量的にも質的にも優れた作品が増えており、それを論理的にわかりやすく

説明するポスターの制作技術も年々向上していることを感じました。なお、今回から特別支援学校（高等部）からの

出展作品に対し、審査員特別賞を準備しておりましたが応募がありませんでした。今後に期待したいと思います

１　応募作品の校種ごとの概要

(1) 小学校においては物理５点、化学４点、生物 15 点、地学４点の計 28 点の出展がありました。どの作品も、地区・

県大会から推薦された作品であり内容も充実していました。日常生活や身近な自然について感じたことや疑問に

思ったことをテーマに取り上げ、個人やグループで観察や実験を行い、楽しく生き生きとした研究の様子がうかが

える作品ばかりでした。また、前年度の成果や課題を踏まえながら粘り強く継続した研究や、前年度と同じテーマ

でありながら、視点を変えて新たな課題に取り組んだ研究、物づくりや採集活動に取り組んだ研究など、どの作品

も図や写真 ､表やグラフなどを効果的に使い、きれいに見やすくわかりやすくまとめられていました。上位入賞し

た作品は、オリジナリティだけでなく、課題を設定し仮説を立て、それを検証するために工夫した実験や丁寧な観

察が行われています。今後は、予想や実験方法、考察などの場面における科学的な視点を充実させていくことで、

さらに素晴らしい研究が増えてくることが期待されます。

(2) 中学校においては、物理７点、化学５点、生物 10 点、地学３点の計 25 点の出展がありました。小学校と同様に、

どの作品も地区・県大会から推薦された作品であり、身近な自然現象を素材に、個人の興味・関心に基づく独創的

な発想で探究心を深めながら、コツコツと丁寧に観察・実験を積み上げた研究が多数ありました。継続研究につい

ても、前回の研究成果を踏まえ、実験方法等の改良を重ねて研究を発展させていました。レポートのまとめ方やポ

スターの制作技術も確実に向上しており、今後の研究活動の質的な深まりが大変期待されます。

(3) 高等学校においては、物理６点、化学 14 点、生物 26 点、地学６点、産業 10 点の計 62 点の出展がありました。

高等学校では、特に生物分野の出展が多いのが特徴的となっております。環境問題に結び付けた研究など、将来に

役立つ貴重な基礎資料となる研究も多数あり、今後の継続・発展が期待されます。また、産業分野では、各学校の
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特色や商品開発に向けて授業で学んだことを生かし、様々な実験・実証や市場調査を重ね、地域を巻き込んで商品

化が行われた研究が特徴的でした。

(4) アメリカンスクールでは、物理１点、生物７点、地学１点、産業１点、計 10 点の出展がありました。日常生活

の中で感じた様々な疑問をテーマにして、自分なりの視点で発想豊かに研究を行っていました。特に、自分自身の

体の機能や病気治療など医療分野に結び付く研究は、他校種ではない特徴的なものとなっています。

２　応募作品の校種ごとの講評

（小学校の部　審査講評）

（１）物理分野

　今回の小学校物理分野の出展作品は５点ありました。どの作品もすばらしい作品でしたが、そこから今回の作品の

特徴をあげると２点ありました。

　まず１点目は、日常生活の中から研究のテーマを設定していることです。生活の中から「どうしてだろう？不思議

だな？」と考えたことを見過ごすことなく研究テーマとして取り上げ、自らの探究を進めていました。

　２点目は、設定した研究テーマを感覚的に調べるのは無く、予想や仮説を科学的に探究するために観察や実験の方

法を検証し、その方法を常に更新していった点です。事物や現象は多くの要素・条件で生じます。観察・実験の条件

をひとつひとつ丁寧に検証し、その結果をもとに考察し、疑問を解決するために粘り強く取り組んでいました。問題

を見いだし、その解決に真摯に取り組む姿勢が見られる作品でした。

（２）化学分野

　今回は４点の出展作品がありました。どの作品も身のまわりの生活体験の中で生まれた疑問をもとに研究が進めら

れています。常に好奇心を持ちながら身近な現象に触れ、疑問をもとに探究する姿勢をこれからも大切にしてくださ

い。

　化学分野で取り組まれているどの実験も、「変える条件」と「変えない条件」をしっかりと制御して行うことがで

きています。条件を整えることで、実験結果を比較することができ、考察の充実へとつながっています。さらに、結

果を図や写真なども使いながら表などに見やすく整理する工夫に取り組んでいる作品も見られました。

　残念ながら、今回は上位賞を受賞する作品はありませんでしたが、どの研究も今後の研究課題について、しっかり

と示されています。ぜひ継続した取り組みを期待しています。

（３）生物分野

　生物分野での出展作品は 15 点でした。前年度からの継続研究もあり、そこから疑問や課題を見つけ、それに対す

る答えを見つけようとする子ども達の探究心は、大変素晴らしいと思います。また、実験や観察方法も、それぞれの

視点で工夫をして進めています。条件設定の部分や科学的にこの方法手段が有効であるか等について、指導者からの

助言や支援がもっと必要だと感じます。子どもの興味・関心や知りたいという欲求、気づきなどから調べることや研

究することにつなげる指導や関わりを、指導者は多く持つべきだと考えます。

　また、各レポートとも研究の目的、仮説、方法、観察実験、結果、データ処理、考察、まとめの一連の研究内容が

しっかり記載されており指導者の丁寧な関わりや支援が感じられます。考察に関しては、やや飛躍的な内容もありま

したが、仮説に沿った考察、まとめになっています。

　生物分野は、対象が生き物や植物であり、それらは１年を通して、季節ごとに多様な変化をしていきます。短い期

間の研究も大切ですが、１年を通して実験や観察をすることで、大きな発見につながる可能性もあります。各研究と

も、継続そして広がりのある研究を進めていってください。

（４）地学分野

　出展作品は４点で、１点は様々な場所で、一定期間の定点観察によるデータを積み重ね、そこから考察できること

を導き出した地道ながらも非常に貴重な研究でした。また、２点は疑問に思ったことを検証するために、調査するこ

とを絞って様々な場所で比較した研究と、定点で数日間にわたった調査の比較を行い、結果を比較検証し考察した研

究でした。もう１点は身近な現象から疑問に思ったことを、課題として設定し、仮説を立て検証するために実験道具

を工夫して作成しているところが見事な研究でした。

　今回、沖縄県教育長賞を獲得した作品は一年間に及ぶ長期にわたり、毎日ほぼ同じ時刻に共通した内容の観測事項

を丁寧に記録するとともに、データを１週間や１ヶ月ごとにまとめて考察しているところが抜き出ていました。

　それぞれの作品に共通するのは、地道な観察、または実験によるデータ収集の積み重ねと、そのデータからわかる
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ことを自分なりの仮説または予想に基づいて考察している作業がとても丁寧であることでした。また、結果を比べる

ための、グラフや表へのまとめが工夫されていて、わかりやすく、見やすいように表現されています。

　もう一歩努力してみてほしいところとしては、データのまとめやグラフを工夫することや、考察はどの部分を見る

ことによって導き出したのかを提示することです。そうすると、他の人が見たときにわかりやすくなります。また、

疑問に思ったことから、課題を設定し、仮説を立て検証し、考察するときに課題として設定したことはどうだったの

かを確認するとさらに良くなるでしょう。ぜひ本人の努力点であるとともに、指導していく上での課題としてとらえ

ても良いのではないでしょうか。

（中学校・高等学校の部　審査講評）

（１）物理分野

　今年の物理分野には、中学校は７点、高等学校は６点と合計 13 点の出展がありました。中学生の作品は個人研究

が６作品、共同研究が１作品ありました。そのうち、昨年度からの継続研究が３点ありました。研究内容は、普段の

生活の中や授業で疑問に感じたことをテーマに設定し、素直な発想から丁寧に研究に取り組む姿勢が感じられました。

継続研究についても、昨年度の研究の成果をふまえ、製作物や実験方法などを工夫しながら改良を重ね研究を進めて

いる点が大変良いと思いました。　

　沖縄県教育長賞を受賞した「ミルククラウンができる条件について」の研究は、本当に身近にある器具や道具を使っ

て実験を行っていますが、以前は、ストロボ装置や赤外線シャッターなど特殊な装置を使ってミルククラウンができ

る瞬間を苦労して撮影していたものですが、今では身近にあるスマートフォンを使って簡単に撮影できるようになり

ました。技術の進歩を実感させられました。

　ただ、今回の受賞は科学的な手法にもとづいて実験を行い、身近にある器具を使って測定している点や、丁寧な観

察記録、オリジナリティのある測定方法やデータのまとめ方、そこから分かることや考察についても的確にまとめて

いる点が大きく評価されたものです。

　沖縄県知事賞を受賞した「渦電流の効果を調べる－渦電流ブレーキと IH 加熱―」は本研究のために実験装置を自

作しており、その装置は研究目的を達成するために良く工夫され再現性の良い実験が可能となっているものです。ま

た、安全性にも配慮しているなど、本当に良く考えて作られた実験装置となっています。そのため、測定したデータ

についても信頼性のあるデータとなっています。それだけではなく、実験データを良く分析し、その結果から分かる

ことや考えられることを的確にまとめている点が評価されました。

　今回受賞した二つの作品の共通点は、①研究の目的が明確であること、②自作の道具や装置などが丁寧に作られて

いること、③データの正確性を維持するために条件をそろえて信頼性の高い測定を行ったこと、④グラフなどが適切

に処理されていること、⑤データに基づいた考察が的確であること、⑥研究内容に関する理論についての基本的な知

識を持っている等があります。また、ポスターについても、グラフや写真、説明などがわかりやすく配置され、研究

内容がとてもわかりやすく仕上げられている点などが高い評価につながり、今回の受賞となりました。

　高校生の作品の内容は、力学に関する研究が１点、音に関する研究が２点、電磁気に関する研究が３点、ありまし

た。そのうち、２点が継続研究でした。

　内容については、高校生らしくレベルの高い研究テーマを設定し、それぞれ独創的な手法で研究を進めた作品が多

くありましたが、昨年度より出品作品が減少したことは少しさびしいところです。高校生の皆さん、頑張ってください。

　今回も上位賞の受賞となる作品はなく、残念な結果となっています。その理由として、データをとる際の条件設定

の甘さがあるように感じます。例えば、一つのデータを測定する実験に対して複数の条件が関係しているため、一義

的にその原因が決められない結果について、安易に原因と結果を結びつけて結論づけてしまっている作品が見受けら

れました。

　今後の改善点としては、まず、時間をかけてじっくり研究に取り組み、データを十分に集め、考察を深めるなどの

工夫が挙げられます。また、グラフの表記の方法、理論計算の正当性、結果と考察の整合性などポスターやレポート

作成にも丁寧に取り組むことも必要だと思います。また、研究を効果的・効率的に進めるためにも、測定器具を自作

する場合、製作物は丁寧に仕上げるようにしましょう。データの信頼性にも関わってきます。さらに製作した実験器

具等は、写真ではなく実物を展示することで、なお良いアピールになると思います。

　研究活動を行うことは、単に実験の技術や技能を身につけるだけでなく、計算やグラフの分析等の数学的な力、文

章をわかりやすくまとめるための表現力や国語的な力、授業で学習した内容をさらに深めたり、新しい知識を得たり
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するなど総合的な力を身につける事ができると思います。また、共同で研究を進めている場合、仲間と協力し合いな

がら共に考え、議論して研究を進めてきたと思います。個人研究であっても保護者や先生、友人たちの協力無しには

研究を進めることは難しかったと思います。そのことに対して感謝の心を持つことも忘れないでください。

　最後に、研究や実験を成功させる３つの秘訣を教えます。

「私は失敗したことがない。ただ、一万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ。」

「作ったものが計画通りに機能しないからといって、それがムダとは限らない」

「私たちの最大の弱点はあきらめることにある。成功するのに最も確実な方法は、常にもう一回だけためしてみるこ

とだ」

　これは、あの発明王で有名なエジソンが残した言葉です。彼も１つの発明を完成させるためにたくさんの研究や実

験を繰り返したことでしょう。

　これからも、身の周りの道具や身近な自然現象に興味を持ち、道具の仕組みや現象の不思議さ、そこから出てくる

疑問を科学的な手法で自らが解き明かすという姿勢で研究に取り組んで下さい。来年も更なる素晴らしい作品が出て

くることを期待しています。

（２）化学分野

　化学分野には、中学校５点、高等学校 14 点の出展がありました。その内訳は、中学校では個人研究５点、高等学

校では個人研究４点、共同研究 10 点となっています。

　中学校では、各地区で審査された作品が出品されているだけあって、全体としてしっかりとまとめられたレポート

が多い印象です。身の回りの現象に目を向け、身近な素材に興味を持つなど、理科を学習する上でとても大切な「な

ぜだろう」という、探究心に基づく実験・観察が多く、頼もしく感じました。

　また、高等学校では授業などで学習した内容を、身近な日常生活の中からテーマを見つけて行った実験もあり、高

校生らしく内容の濃い、読んでいるとついつい読み込んでしまい時間のたつのを忘れてしまう作品も多くありました。

全体的には、化学の学習を深める実験が多いのですが、これをきっかけに様々な自然現象や身の回りのことを化学的

な視点で、探究していくきっかけにしてもらえばと思います。その際には、報告者が考えたことを、相手にわかりや

すく伝え、新たな課題を設定し、研究の継続につながるように、①課題の設定（疑問の整理）→②仮説の設定　→　

③実験計画を立てる　→　④観察検証実験　→　⑤結果のまとめと考察（仮説の検証）→　⑥仮説の修正・新しい疑問・

仮説の設定　→　⑦実験計画を立て実施、という一連の流れで丁寧な取り組みを心掛けてください。レポートの作成

や発表のためのパネル作りは、生徒の皆さんには大変な作業だと思いますが、次につながる研究を実施しまとめるこ

とで、良いレポートの作成につながり、これらの研究を読んだ皆さんの後輩にもつながっていくと確信しています。

（３）生物分野

　中学校の生物分野は、10 校 10 点の出展があり、そのうち個人研究が９点、共同研究が１点でした。昨年に比べ作

品数は若干増えたようです。研究内容は、種そのものの研究から環境調査を意識したもの、何かの役に立てたいとい

うものまで、多岐にわたりどの作品も興味深く感じました。

　その中でも環境に関連した内容の作品が割と多いと感じました。例えば外来種に関する研究や生物種の調査から環

境の指標を測るものなど、環境問題への意識の高さを感じます。

　また、何かに役立てたい内容の研究も目を引きます。日頃は我々にとって、やっかい者とされるものや、ちょっと

困るものとされるものを、何か役に立てるものにできないだろうかという視点を変えた研究は、理科の視点として大

切です。

　一方、単純に「ある生き物に関する研究」の内容が減少しているように思われます。そのような研究があると最近

では逆に目立つように感じます。ある特定の生物に何かしらの興味をもって、その生物に対して純粋に研究する。そ

の視点も大切にしてほしいと思います。

　今回の作品の中で、「バナナセセリ～その不思議な生態にせまる～」は特に目を引きました。地味なチョウですが、

そのチョウの生態に着目した地道な観察と適切な実験、丁寧な記録は、生物の調査研究のお手本のようです。ポスター

も図や表も含めとてもみやすく素晴らしいのですが、特にレポートが観察・実験過程が手に取るようにわかるようで

素晴らしく感じました。

　また、全体の作品として、時間をかけてとても努力した研究。という印象を持ちました。「地道にコツコツと」は
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科学の、特に生物の調査研究には不可欠です。今回の研究で得られたこと以外にも多くの視点が持てたことだと思い

ます。

　高等学校の生物分野は 21 校 26 点の出展があり、そのうち個人研究が４点、共同研究が 22 点でした。中学校では

個人研究が多いのに対し、高等学校では圧倒的に共同研究が増加しています。

　また、研究内容も中学校では環境に関する内容が多かったのに対して、生物種そのものの研究が多くありました。

また野外での調査プラス室内での観察・実験というように、さらなる詳細調査の姿勢が整っているのを感じました。

　生物種そのものに着眼して研究した作品として特に目を引いたのが、「石垣島のムカデミノウミウシの研究Ⅱ」です。

おそらく海で見かけ、その種を知っていたとしても、おそらく気にも留めない種であるかもしれませんが、サンゴの

ように褐中藻をもち、光合成のため光をもとめるような動きをすることを見出したことは、とても大きな成果だと思

います。着眼点のすばらしさを感じました。

　また、「宮古諸島におけるミヤコカナヘビの過去の生息状況～教えて！おじい・あばあ！～」は、過去の生息状況

調査をヒアリング調査によって解明しようという発想・テーマは、とてもユニークで、信頼度においては疑問を感じ

たものの、アンケート項目や数で補い、ある程度信頼度の高い結果になっていると思われます。また、野外での生態

や生息環境調査から、ミヤコカナヘビの保護に向けての方向性も示していることは、今後に引き継ぐ基礎資料として

とても大きいものと感じます。

　今回、多少感じたのが、ポスターのまとめ方をもう少し工夫してほしい点です。ポスターだけを見ると、サンプル

数や結果や考察に疑問を感じたのですが、レポートを見ると多くの作品も仮説・計画を立ててデータをとっているこ

とがわかります。しかしポスターでそれがすぐに見えてこないのは少しもったいなく感じました。読み手を納得させ、

そしてみやすい工夫を心がけると、なお作品が引き立つと思います。

　全体の作品に対する所感としては、「将来に役立つ大切な基礎資料」であることを感じます。身近であっても考え

てみると、よくわからなかったり、知られた種を対象とした研究であっても、今までとは違う切り口での研究であっ

たり、またこれから保護に役立つ研究であったりと、継続的な調査・研究が望まれる作品ばかりでした。ぜひ後輩に

引き継いで発展していってほしいと思います。

（４）地学分野

　地学分野には、中学校から３点、高等学校から６点、計９点の出展がありました。年々応募作品数が減少している

のは、少々さみしく感じますが、研究の中身は徐々に向上してきていると感じています。実験や観察が主になり、広

範囲でのデータ取りや、サンプリング調査など、かなりの時間を必要とする分野ですが、生徒の皆さんは、よく頑張っ

ていると感じました。

　中学校の作品では、自宅近くの水路を活用したり、自作の装置で環境を調べたり、直接赤土の海水への影響を調べ

るなど、身近な素材を活用していますが、内容はかなり素晴らしいものであると感じています。しかしながら、せっ

かく良い調査や実験をしているのに、まとめる段階で飛躍した分析が多いと感じました。おそらく自分がやったこと

をたくさん表記したいと考えていると思いますが、そのことがかえって、研究のテーマからそれた考察になったり、

拡大解釈する原因になっていると思います。まとめる際は、再度テーマを見直して見てください。

　高等学校の作品では、継続研究や、過去の研究を元にした新たな視点での研究が多いと感じました。研究のテーマ

はそれぞれ独自性が強く、面白そうなのですが、実際には、数回のデータだけで考察したり、データの比較だけで考

察したりと、比較するデータがとても少ないと感じました。一生懸命取り組んでいると思いますが、高校生として、

もう少し科学的に比較できる量のデータをそろえてみてください。もっといろいろなことが見えてくると思います。

そして、グラフを作成するときは、縦軸や横軸が何を意味しているか、しっかりと凡例を入れるように心がけましょ

う。また、初めて見る人にでも分かりやすい表を作成しましょう。中学生、高校生のこれからの研究の深まりを存分

に期待しています。

（５）産業分野

　産業部門は、普通高校１作品、農業高校５作品、工業高校２作品、水産高校２作品の計 10 作品での審査となり、

多くの生徒がそれぞれの産業に関連する教科や科目「課題研究」等で研究活動に取り組んでいることが伝わりました。

　特に今回は、高校の部で沖縄電力社長賞と沖縄県教育長賞を受賞できたことは、とてもすばらしいことだと思いま

す。
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　普通高校からの出展には、「北山高校ミニミニ水族館で環境教育！Ⅱ」の１作品でした。自ら製作した道具で捕獲

した在来生物や外来生物を地域のミニミニ水族館や学園祭で水槽展示を実施、来館した方からアンケートによる移動

ミニミニ水族館の営業収支等を調べることによって、環境教育クリエーターの育成を図る内容でした。

　農業高校からの出展には、「キノコの生産拡大に向けた取り組み～北農スタイルの確立を目指して～」「挑戦！「カ

ラキ」を使った新商品開発と普及活動」「伝える！うるまの資源ビーグの香りをとどけ隊～藺草の粉末化と加工品開

発にむけた取り組み～」「製紙スラッジを活用したエコ資材の開発～産業廃棄物で癒しの空間づくり～」「甘藷「ちゅ

らまる (ぐしちゃんいい菜 )」のバイオ苗に関する研究 part Ⅲ」の５作品であり、各地域の特産品やそれぞれの環境、

新たな特産物の開発等意欲的に取り組む姿を見ることが出来ました。特に、沖縄県立北部農林高等学校「挑戦！「カ

ラキ」を使った新商品開発と普及活動」の研究は、カラキの色や香りが際立つ粉末粒子をサブレに添加し、商品開発

を行う内容でした。今後は、産業として地元に定着し、地域振興の起爆剤になるようカラキ利用の商品開発を期待し

ます。

　工業高校からの出展は、「沖縄県産品の魅力を活かした商品開発Ⅱ～「産」「学」「官」連携スタート !! ～」「ウル

トラファインバブル（UFB）発生器の試作」の２作品で昨年より１作品増加しました。特に、美来工科高等学校「ウ

ルトラファインバブル（UFB）発生器の試作」の研究は、化学物質を使用しないウルトラファインバブルと呼ばれる

直径１μ m以下の泡で消臭効果、成長効果、鮮度維持、殺菌効果等の作用がある研究となっており、人にやさしく食

品ロス等環境問題についても考えさせられる内容でした。今後様々な分野から実験、実証をし、他分野の可能性に期

待したいと思います。

　水産高校からの出品は、「シラヒゲウニの完全陸上養殖を目指して」「沖縄県産フルーツ魚の開発」の２作品でした。

特に、「沖縄県産フルーツ魚の開発」の研究は、沖縄のみで養殖されている脂がのりやすい「スギ」に着目し、ブラ

ンド養殖魚（シークヮーサースギ）の開発を目指した内容でした。今後漁業者への技術提供と普及にも是非取り組ん

で下さい。フルーツ魚が県内外の食卓で出されることを期待しています。

　全体的に各学校のパネルの文字や写真の大きさ、デザインなどとても見やすく作られており、今後の更なる研究に

期待します。

　産業における研究テーマは、産業と結びつく研究を題材として、研究がいかに生き物の絶滅や地域の活性化、人々

のためになるかという視点で、新しいアプローチや発想、市場調査、実験を繰り返すことが重要であると考えます。

その際、大切になるのが実験データです。素晴らしい研究テーマでも、実験データの提示が少ないものや実験結果を

科学的に分析し客観性のある考察が不足していると、研究の発展性にも影響します。科学研究においてはアンケート

調査、実験結果、レポートの蓄積がより確かな分析に繋がり大きな成果を生みます。先輩たちが蓄積したレポートを

基に思考錯誤しながら一歩ずつコツコツとデータを積み重ねていく姿勢が成果に繋がっていくと思います。本県の未

来の産業を担うであろう児童生徒の皆さんの活躍に期待します。

３　今後の課題

　個々の作品については、審査委員からの講評が添付されております。具体的なアドバイスがされていますので今後

の研究の参考にしていただきたいと思います。ここでは、次年度より小学校、中学校、高等学校の順に年次進行で本

格的実施となる新学習指導要領を踏まえて、これからの研究活動をより深めていくにあたっての工夫・改善の視点に

ついて述べたいと思います。

　これまでの理科の授業では、「科学的な見方や考え方」を育成することを重要な目標と位置付けてきましたが、新

学習指導要領において「科学的な見方や考え方」は、理科に必要な資質・能力を育成する過程で働かせる「物事を捉

える視点や考え方」として整理され、以下の通りにまとめられています。

（１）科学的な見方

　「科学的な見方」について、理科を構成する領域における特徴的な視点で整理すると、物理領域では「量的・関係的」、

化学領域では「質的・実体的」、生物領域では「共通性・多様性」、地学領域では「時間的・空間的」となります。た

だし、これらはそれぞれの領域固有のものではなく、様々な自然の事物・現象を科学的に捉えるために領域を超えて

重要となる視点です。また、探究の過程において、これらの視点を必要に応じて組み合わせて用いることも大切です。

（２）科学的な考え方

　探究活動の過程において、どのような考え方で思考していこうかという「科学的な考え方」については、「比較する」

「関係付ける」「条件を制御する」「多面的に考える」に整理できます。
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〇「比較する」

　複数の自然の事物・現象を対応させ比べることで、その差異点や共通点を明らかすることです。

〇「関係付ける」

　自然の事物・現象について、既習内容や生活体験と結び付けたり、変化とそれに関わる要因を関係付けたりする

ことです。

〇「条件を制御する」

　自然の事物・現象に影響を与えると考えられる要因について、どの要因が影響を与えるかを調べる際に、変化さ

せる要因と変化させない要因を区別しながら、計画的に観察・実験などを行うことです。

〇「多面的に考える」

　自然の事物・現象を複数の側面から考えることです。問題解決を行う際に、解決したい問題について互いの予想

や仮説を尊重しながら追究したり、観察・実験などの結果を基に、予想や仮説、観察・実験などの方法を振り返り、

再検討したり、複数の観察・実験などから得た結果を基に考察したりします。

　さらに、これからの理科の授業は、上記のような「科学的な見方・考え方」を働かせながら、「自然事象に対する気付き」

→「課題の設定」→「仮説の設定」→「検証計画の立案」→「観察・実験の実施」→「結果の処理」→「考察・推論」

→「表現」等の一連の探究活動の過程に、随時必要に応じて見通しと振り返りを取り入れながら、繰り返しスパイラ

ルに回していくことが大切とされています。

　今回、上位賞の作品の共通点はこれらの視点が十分に生かされた研究でした。研究の過程で常に科学的な見方と考

え方を働かせ、独創的な発想で計画的に丁寧に細かく観察・実験を行い、その結果から仮説に基づく論理的な考察を

導いています。今後は、各学校でこのような授業実践が積み重ねて行われることによって、児童生徒の主体的な研究

活動がなお一層充実したものになると期待しております。

　最後に指導者の先生方やご家族をはじめ多くの方々のご協力とご支援に心より感謝申し上げ、今後も児童生徒が研

究活動を続け、探究心溢れる内容の充実した作品に数多く出会えることを期待し第 42 回沖縄青少年科学作品展の審

査総評を終わります。
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講　評

　昨年に引き続きダンゴムシの研究です。1年生から 4年間の継続研究ではありますが、日常の「不思議だな？」

「何でだろう？」を自由研究の視点を実験・観察に取り入れた事が評価できます。

　ダンゴムシの交替性転向反応 ( 右に曲がった後には左、左に曲がった後には右に曲がるように、曲がる向き

を入れ替えて進む習性 ) について、条件を変えて様々な実験を行っています。単純な迷路での実験ではなく、

迷路の中に距離を変えた直線を取り入れての実験と分析を行い、その考察から迷路に角度をつけ、触覚の働き

についての考察を行っています。実験・観察が丁寧で、データ量も多いことから、交替性転向反応には、直線

距離や曲がる角度に限界があることの考察につながっています。

　実験を繰り返す中で出てきた疑問を新しい実験・観察を取り入れる柔軟な姿勢が素晴らしく、常に工夫とダ

ンゴムシへの情熱が見られるのが評価できます。

　自然界でのダンゴムシの行動観察も丁寧に記録、分析しています。自然界での交替性転向反応についての考

察も多くの実験、観察から導き出されたものです。　

室内での実験、自然界での観察から様々な気づきと新たな疑問が沸いてきたと思います。また、ダンゴムシへ

の興味と同時に愛情、情熱が伝わってきます。今後も研究者が課題にあげているように「交替性転向反応の意味」

についてより深い追求がなされるよう期待しています。

❁上位賞受賞のポイント❁

○ 4年間の継続研究である。

○実験データが豊富で、分析もしっかりできている。

○実験道具の工夫も見られ、気づいた事を実験にいかしている。

○自然界での行動観察、記録が丁寧であり、研究者の「知りたい」という情熱を感じる。

－57－



沖 縄 県 知 事 賞

バナナセセリ

～その不思議な生態にせまる～

　
国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校

１年　眞榮城　綾香
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講　評

○小学校からの継続観察で気づいたバナナセセリの幼虫の特性（白い粉の撥水効果、巣作りでの葉の条件、巣

作りに用いる糸の強度など ) を丁寧かつ適切に検討された実験や観察、で解明していく様子は、偉大な昆虫

学者ファーブルを思い出させる素晴らしい作品です。

○謎に迫るために実験方法の工夫や、予想・仮説の設定、実験結果の処理および適切な分析がなされています。

また実験だけでなく緻密な観察と観察結果を写真や図表を用いてわかり易くまとめられており、レポートも

パネルも大変みやすくまとめられています。

○実験や観察で得られた知見は、市販の図鑑でも殆ど触れられていない内容でオリジナリティの高さを感じる

と同時に、本人が感動しながら楽しんで研究を進めている様子は大変好感がもてました。

○本種の生活史や、その他の生態についての解明など研究が深まると良いですね。

❁上位賞受賞のポイント❁

　継続的な観察に基づくオリジナルなテーマの設定、仮説や予想から適切に計画を立てて実験・観察を行い、

得られた結果から十分な考察が行われており、データの処理や分析も適切である。レポートも展示パネルもわ

かり易くまとめられています。

－69－



沖 縄 県 知 事 賞

宮古諸島におけるミヤコカナヘビの過去の生息状況

～教えて！おじい・おばあ！～

　
沖縄県立宮古高等学校

２年　上地　翔平　　立津　槙斗　　伊川　佳那　　石川　作実

　　　　　　　　　　　　　　　　 神里　秀美　　德嶺　夏南子　　德嶺　美南子
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講　評

○過去の調査記録が無い状況から、時間と足を使って工夫して過去の状況を推測し、地道な努力をとても感じ

る調査・研究です。聞き取り調査については、一般の方からの情報のため信憑性に疑問は少なからずあるも

のの、250 人以上の方からの情報をまとめられていますので、総合して信憑性は高まっていると思います。

○目撃情報から、多く生息した時期（また減少時期）や場所まで推測していることから、事前にアンケート内

容を綿密に計画したことがわかります。

○好んで生息している植物や逃避行動が見られないことの調査結果が元となり、今後の保護対策についても参

考になる調査結果といえるでしょう。

○ポスターについても、結果と考察を導くための必要な情報が見やすくまとめられています。

○長期的に継続調査することで、さらに研究内容が深まると思いますので、是非後輩に研究を引き継いでもら

いたいと思います。

❁上位賞受賞のポイント❁

・過去の生息状況を、数多くの聞き取り調査で推測した点

・結果と考察につなげるためのアンケート内容の十分な検討

・今後の保護につながる調査及び観察の工夫

・ポスターも必要な情報をが簡潔に見やすくまとめられている

－74－



沖縄電力社長賞

渦電流の効果を調べる

ー渦電流ブレーキと IH 加熱ー

　
国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校

２年　比嘉　駿
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講　評

　身近に見られるようになった IH ヒータに興味をもち、磁石と金属に生じる渦電流についての研究内容です。

その内容は中学校で学習する内容を超えていますが、中学生らしい視点で仮説を立て、検証を行っている点が

評価できます。

　また、本研究の為に作製した実験器具は、研究目的を達成するために良く工夫されており、再現性の良い実

験が可能であると思われ、安全性にも配慮するなど感心しました。

　作成した実験器具を用いて 3 つの金属板について行った実験結果は明確であり、考察やまとめはリーズナブ

ルなものであると思います。

　特に、金属板の温度変化の様子について、サーモインクを用いて可視化した点はとても分かりやすかったで

す。磁場が変化する場所で発熱している事が明瞭に示されていると思います。

　今回の研究では、「電気の流れやすさ（電気伝導率）」の違いと、磁石に「つく金属・つかない金属」の 2 つ

の条件が同時に影響している中での測定となっています。そして、実験結果のほとんどは電気伝導率の違いが

影響しているものだと思われます。磁石に「つく金属・つかない金属」の違いを明らかにするためには、電気

抵抗がほぼ同じで、磁石につく・つかない金属板を用意して測定を行うと、何らかの知見が得られたと思われ

ます。

　温度上昇についても、もともとステンレスよりも銅の方が熱を伝えやすい金属なので、磁石につく金属とつ

かない金属の違いと温度変化を関係付けて考えるのは少し無理があるかもしれません。

　今後の継続研究も非常に楽しみです。頑張ってください。

❁上位賞受賞のポイント❁

　本研究のために作製した器具は、研究目的を達成するために良く工夫されており、再現性の良い実験が可能

となっている。また、安全性にも配慮されている実験装置である。

　また、測定した結果についても信頼性のあるデータとなっており、考察も実験結果から言えることを的確に

まとめている点を高く評価しました。

－85－



沖縄電力社長賞

ウルトラファインバブル（UFB）発生器の試作

　
沖縄県立美来工科高等学校

３年　山沢　壱輝　　島袋　駿汰　　山城　光輝　　宮城　桃香

　　　　　　　　　　　　　　　　比嘉　諒人　　名嘉山　心　　屋良　謙伸
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3 4
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講　評

　ウルトラファインバブル（UFB）と呼ばれる微細な気泡（１μｍ以下）は、環境、農業、食品、水産、医療、

工業等で使用されています。化学物質等を使用しないため、様々な機能を液体に付加することができる技術と

して注目されています。「ウルトラファインバブルとは」から研究を始め、その性質（ブラウン運動と呼ばれ

る振動現象による長期残存性）、特徴（消臭効果、成長効果、鮮度維持、殺菌効果）を捉えることにより研究

計画を立てています。ウルトラファインバブルの発生方法をこれまで学習してきた内容を基に確認し、独自の

設計（バブルが起こりやすい形状）やシミュレーションソフト（水の流れ）を使用し、旋盤等で加工した技術

は緻密な計算や設計です。

　ウルトラファインバブルの発生実験では、高圧の発生器を発生させるためにアスピレータや高圧洗浄機を使

用し、ウルトラファインバブルを発生させた。また、濃度を上げるためにこの動作を繰り返した結果、微小で

残存性の高いバブルが発生できたのはねばり強い結果です。

　簡易実験では、鰹の切り身を使いファインバブルに１０分漬け２日間冷蔵庫に保管した切り身の消臭や鮮度

の維持、二十日大根では成長の促進が確認されました。それについて水質測定をした結果、導電率が高くなっ

ているなど科学的分析を行ったのは今後の実験につながると思います。

今後は、酸素、窒素、オゾンなどの効果等を分析することにより研究範囲が広がります。また、今回の簡易実

験で行ったものだけでなく、衣類（洗濯機）や浴槽の湯垢、カビ等についてもチャレンジして欲しいです。さ

らに、研究報告書については、研究している何気ないことも資料としてファイルに綴るなど、継続した研究を

望みます。

❁上位賞受賞のポイント❁

　ウルトラファインバブルを自ら設計（菱形形状）し、加工したこと。また、ウルトラバブルの発生原因を追究、

実験による効果の検証が高く評価されました。

－89－



沖縄県教育長賞

ヤゴの体色変化に関する研究

～中城公園に生息するトンボの生態調査　part2 ～

　
那覇市立天久小学校

３年　地主園　智行
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講　評

　昨年は、中城公園のトンボの観察とヤゴのしいく方法について研究しています。この研究を進める中、中城

公園でさい集したヤゴの中に種類は同じなのに、体色のことなるこ体がたくさんいることを見つけています。

なぜ種類が同じなのに、体色がことなるこ体がいるのか？このこ体は生まれつきなのか？途中で変化していく

のか？について実験し、その理由について調べた研究です。どろの中にいるヤゴの体色は黒、水草に付いてい

るヤゴの体色は緑が多いという結果から、体色が明るさや色などの生息かんきょうによって変化しているので

はないか等の予想をしっかり持ち実験を行っていることはこの研究の良さの一つです。自分自身の予想をしっ

かり持つことで研究のポイントがしっかり定まり、実験を行うことができます。今後の研究でも予想を大切に

してください。また、良さの二つ目は、実さいに７種類のトンボのヤゴを計 154 ひきさい集し、そろえるじょ

うけんを決めてことなる 11 のし育かんきょう下でし育し、実験を行っているところです。９色のことなる砂

のもとでの飼育は、この研究の工夫と面白さだと思います。体色変化は、周いの明暗よりも、色にえいきょう

を受けていること、体色の変化がはっきりしないこ体で色の濃淡に差があること、種類によって体色の変化の

しやすさにちがいがあることを実験結果からしっかり考察しています。研究のふりかえりでは、ヤゴの体色と

生活のようすについてもっと調べていきたいと課題が見つかっており、次へとつながる研究となっています。

実さいにヤゴが住んでいるかんきょうは、すなや明暗以外にもいろいろなかんきょうがあると思います。この

研究で観察をおこなった 11 のかんきょう以外に、どんなかんきょうがあるのか？そのかんきょう下では体色

変化はどのようになるのか？などをさらに調べることで、もっと研究が深まるのではないでしょうか。今後の

研究のけい続に期待します。

❁上位賞受賞のポイント❁

・昨年からの継続研究であり、そこから出てきた疑問を解決するための研究である。

・研究材料である個体を自分自身で採集・飼育し、その個体を観察したデータを分析し考察をしっかり行って

いる。

・異なる環境下での体色の変化の膨大なデータを得て、考察している。
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沖縄県教育長賞

雲ずかん

南城市立船越小学校

４年　花城　くるみ
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講　評

　毎日の雲観察ノート５さつはまさに「雲ずかん」ですね。このていねいで、地道な積み重ねはとてもきちょ

うであり、大きな財産になっていると思います。

　毎朝、ほぼ同じ時こくに、天気、気温、しつ度、雲のようすを記ろくし、写真もはり付け、感じたことを記

ろくしています。特に、雲のようすの記ろくがていねいで、細かいところまでよく見て、本などを参考にして、

雲の名前などを調べていますね。毎日一年間つづける根気と、細かくていねいな観察記ろくは本当にすばらし

いです。

　また、観察をつづける中で、１週間ごとのデータをまとめ、さらに、１ヶ月ごとのデータから月ごとの天気

やよく見られる雲などをまとめています。このようにデータからわかることをまとめることもとても大切です

ね。

　これだけ毎日積み重ねた細かなデータがあります。このデータから様々なぎ問に思うことや気になることを

比べることによって、共通点やちがう点を見つけ出すことができるのではないでしょうか。そして、天気と雲

のようすの関係や天気の移り変わりとの関係など様々なつながりについて深めていくとさらにすばらしい研究

になると思います。これからの研究を楽しみにしています。

❁上位賞受賞のポイント❁

・毎日の観測の細かさ、ていねいさ、そして、一年間積み重ねとてもきちょうな大きなデータとなっている。

・毎日の観測結果から、１週間ごとや１ヶ月ごとのデータまとめもていねいであり、考察もしっかりできてい

る。
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沖縄県教育長賞

ミルククラウンができる条件について

　
那覇市立安岡中学校

１年　美差　幸空
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講　評

　ミルククラウンに関する研究はこれまでに多く行われていますが、水や牛乳以外の液体を使用したらどうな

るかと疑問を持ち、研究テーマにした着眼点はユニークで、研究の目的も明瞭です。疑問点や実験の目的もわ

かりやすく、自分なりの仮説を立て、それを検証するための実験方法も的確で良い実験となっています。実験

１の結果を表や写真を用いて表しているので分かりやすくなっています。実験３に関しても、疑問、目的等が

明確であり、自分なりの仮説を立て、それを確認するための実験も大変興味深いです。そして、実験３の結果

から、液体の粘り気（粘性）について着目し、新たな実験に取り組んでいる点も評価できます。特に、粘り気

の測定実験については、独自の測定方法を考え、粘り気を定量的に求めている点が非常に素晴らしい検証方法

となっています。さらに、これまでの実験結果のまとめとして、液体の広がり、できやすさ、ミルククラウン

度を客観的に評価できるように基準を設け、その基準に従って液体ごとにレーダチャートを用いて表しており、

実験結果がとても分かりやすくなっています。そして、各液体についてのレーダチャートを基に考察している

点がとても良いです。レーダチャートから疑問点も出てきているので、そのことを今後の課題として取り組む

と良いでしょう。また、表面張力の大きさとミルククラウンのできやすさについての今後の研究も楽しみです

　気になる点としては、液体をためる皿の底面が湾曲している点です。深さが測定のパラメータとなっている

ため、シャーレを用いるなど、容器についても気をつけた方がよいと思います。実験 1 と 2 から、ミルクの深

さ 1mm で、高さ 40cm から雫を落とすのがベストと結論づけられていますが、実際には深さが変わると最適な

高さが変わるなど、最適条件は二次元的に表現できると推測されます。その点への考察や、さらなる実験があ

るとより優れた研究になると思います。

❁上位賞受賞のポイント❁

　科学的な手法にもとづいて実験を行い、身近にある器具を使って測定している点や、丁寧な観察記録、オリ

ジナリティのある測定方法やデータのまとめ方、そこから分かることや考察についても的確にまとめている点

大きく評価されました。
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沖縄県教育長賞

色々な液体・調味料の凍り方・溶け方を調べよう

　
那覇市立松島中学校

１年　比嘉　姫杏来
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講　評

　「ものの凍り方・溶け方は、身近でシンプルなテーマでありながら、様々な要素が絡み合う複雑な現象です。

複数年にわたって、しっかりと考え、学びながら研究活動に取り組んでいるため、自分の知りたいこと・調べ

たいことを明確にし、適当な実験方法を選択、わかりやすくしっかりとした考察が行えています。凍り方・溶

け方を、物質の種類・濃度の視点で系統立てて調べられているため、作品中での議論も非常に充実しています。

そこでは、凝固点、融解点を交えた議論が行われており、生徒自身の力で、これまでに学んできた知識を活用

した様子もうかがえることから高く評価しました。また、凍る段階が細かく解説されており、優れた観察力が

あると判断しました。

　今後、研究を発展させる方向としてたくさんの可能性が考えられます。例えば、実験１で観察した氷表面の

状態（つるつる、ざらざら、少し柔らかい、やわらかい）を数値として表現する取り組みも面白いかと思います。

これからも生徒の興味のあることを深める取り組みに期待します。

❁上位賞受賞のポイント❁

　一つのものごとに対して、4つの視点から実験を行っており、それぞれでまとめを行っています。そのうえで、

複合的な考察を行い、これまで学んだ知識や調べた知識を活用した議論が行えています。また、凍る現象に段

階があることを見出す観察力も高く評価できます。
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沖縄県教育長賞

トンボを指標とした環境の良好度

 ～第１部　止水域編～

　
昭和薬科大学附属中学校

２年　大城　航
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講　評

　身近な生きものを観察することによって、環境の善し悪しを考えていこうというテーマは今日的でとても良

いと思います。環境をテーマにした研究の場合、多くが主観が先導して客観的な見方がおざなりになっている

ことが多いのですが、この研究では統計的な解析を駆使して、環境の客観的な評価に努めている点がとても評

価できます。ただ、テーマにしている環境の善し悪しは誰にとってのものなんだろう。トンボにとって良好な

環境？、それとも人間にとってよい環境？、という点が曖昧になっているのが残念です。

　トンボの種類相から環境の良好度を四段階に部類分けしていますが、それは単にそれぞれの場所 ( 環境 ) が

好きなトンボが集まっているだけではないでしょうか。また、調査地は沖縄島全域に広がっており、地点数と

しては申し分ないですが、それぞれの地点での調査回数は 1 回だけのようですね。環境は日々変化する要因で

す。季節的な違いや年の違いなどがあるかもしれないと考えるなら、やはり複数回の調査が必要だと思います。

こうした点もきちんと考慮しましょう。

　環境を考えるテーマは、とても面白くてやりがいのある研究です。その反面、一年かぎりの結果で考察する

には無理があるテーマでもあります。一年だけの調査で結論を急がずに、じっくり腰を据えて、3 年計画くら

いを考える方が良いと思います。そのために 2年目に何をすればいいのかをじっくり検討して下さい。

❁上位賞受賞のポイント❁

　調査結果の考察が独りよがりにならずに、客観的に進められている点や、そのための手法として中学生では

あまり馴染みのない、多様度指数や相関係数などの統計的処理を駆使している点が評価されます。ただし、こ

うした手法はデータの取り方を間違えると、意味の無い結論を導いてしまいます。次回の研究ではもっと慎重

に検討して下さい。
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沖縄県教育長賞

水勢緩和と保水力の研究

　
北中城村立北中城中学校

２年　後藤　朴然
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講　評

　自宅前の水路について研究した作品です。大雨時、自宅前の水路から溢れる水が、水路を増やすことで減っ

たことを疑問に思い、それをきっかけに洪水対策のための水勢緩和と保水力の研究を始めています。

　川底や川幅を広げず、大雨時の水の勢いを緩めるための方策と、洪水を防ぐため保水力と表現している水を

その場に維持するためにはどうしたらよいかを考え、実際の水路の流量や流速を、水底の形状等の条件を変え

ながら、自分なりの方法で実験、計測し考察しています。夏休みの短い期間ですが、水路の増水時の計測は大

変だったでしょう。

　結果として、水路幅や分水による水位低下を確認し、同じ水路幅でも、堰や刎ねを設けることにより、粗度（川

底の凹凸度）が高くなり、流速や流量が低下することが分かったことは大きな成果でした。さらに研究を進め、

将来的により大きな河川で検証、実用化できるといいですね。

　最後にパネルについて、研究したこと全てを載せようとしたあまり情報が多く文字が小さく見にくいものと

なっています。素晴らしい研究成果なので、初めて研究内容を見た人にも伝わるように、研究内容を簡潔にパ

ネルにまとめる等、パネルのまとめ方についても考えてみて下さい。今後の継続研究に期待します。

❁上位賞受賞のポイント❁

　実際の水路を観察しながら、様々な実験・測定等を、自作した装置や方法で工夫しながら行い、結果を科学

的に考察し、洪水防止のための方策を検証、結論を導いている。
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沖縄県教育長賞

石垣島のムカデミノウミウシの研究Ⅱ

　
沖縄県立八重山高等学校

２年　大浜　朋笑

1 2

－234－



3 4

65

－235－



7 8

109

－236－



11 12

1413

－237－



15 16

－238－



講　評

○ムカデミノウミウシというあまり知られていない生物に着目したことは、オリジナル性があり、高く評価し

ています。またその生態についての基礎的な野外及び飼育下での観察及び実験は、今後の生態解明の大切な

基礎資料となると思われます。

○ムカデミノウミウシと褐虫藻の関係について、褐虫藻がサンゴと同じような動きをし、ムカデミノウミウシ

自身も植物と同じように光（色）を求める動きをすることがわかったことは大きな成果だと思います。

○ポスターについて、図も見やすく、要点も簡潔にまとめられており、とてもスムースに読むことができました。

○これからも観察、調査を継続してもらいたいと思います。私自身知りたいなと思ったことを以下に示します。

あくまでも参考です。

　①多く観察できる場所の要因の解明

　②褐虫藻が少なくなったウミウシの経過観察

　③褐虫藻の取得の経緯（取り込み？親から？）

　④褐虫藻の同定について（サンゴと共通？）

❁上位賞受賞のポイント❁

・研究材料の着眼点

・動物と光合成生物との関係についての新たな発見

・野外及び室内における観察・調査

・研究目的、仮説に応じた計画的な実験方法の工夫
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沖縄県教育長賞

挑戦！「カラキ」を使った新商品開発と普及活動

　
沖縄県立北部農林高等学校

３年　新城　美波　　石倉　瑚真　　江田　優季

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 末吉　夏菜　　山端　汐梨　　川末　紗矢香

Ⅰ　はじめに

　沖縄県北部地域にある大宜味村は、人口 3,069 人（2019 年３月現在）の小

さな村ではありますが、長寿の里として有名な村です。

　私達は、本校履修科目である「食品製造」の授業において、大宜味村には、

シナモンの一種「オキナワニッケイ」があり、「カラキ」と呼ばれていること

を学びました。「カラキ」は大宜味村の伝統食材で、昔はどこの家にもあった

そうですが、近年はその数が激減しています。

　大宜味村出身で理容室を営んでいる宮城さんは「子どもの頃はよくおやつ代

わりに噛んでいたなぁ。でも、今は殆ど見かけないさぁ。」とおっしゃってい

ました。

　この現状を受け村では、長年長寿の里である大宜味村の食を支えてきたもの

の一つとして、カラキのシナモンとしての価値に着目し、「カラキ活用推進プロジェクト」（Ｈ 28 ～ 31）を立ち上げ、カラ

キ生産から商品開発、ブランド構築までの取り組みを一貫して行っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　その業務を委託されたのが「NPO 法人　沖縄有用植物研究会」です。私達は、代表者の牧野さんから「カラキを使った特

産品を開発し、村の地域振興に協力してもらえないか」と依頼を受け、地域に貢献できればと思い、プロジェクトチームを

結成し、取り組むことにしました。

Ⅱ　これまでの取り組み

１　平成 29 年度

　　（１）本島北部地域にはシナモンと同じ「オキナワニッケイ」が存在することがわかった。

　 （２）シナモンは茎や根で作られるが、カラキは葉を使い緑色のシナモンが作られることが分かった。

　 （３）自生しているカラキが激減していることがわかった。

２　平成３０年度

　　（１）カラキ生葉の乾燥・粉末化に成功した。

　　（２）試食アンケートで新商品開発の品目の目処を立てることができた。

　　（３）ゆんたく市場で「カラキ大福」と「カラキクッキー」を販売し大好評だった。

Ⅲ　実施計画

１　新商品の最終的な配合割合等を決定する。

　　（１）加工品目とレシピの検討

　　（２）粉末粒子の大きさを検討

　　（３）品質検査

２　カラキ活用の振興と普及活動を行う。

　　（１）研究報告会等への参加

【図 1】牧野さんから依頼を受ける
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３　カラキの生産性を高め、地域貢献に繋がる活動を行う。

　　（１）カラキ粉末の流通経路の構築

　　（２）オキハムでの販売活動

４　まとめ

５　今後の課題

Ⅳ　研究内容

１　新商品の最終的な配合割合等を決定する

　　（１）加工品目とレシピの検討

　　　　これまでの取り組みで、カラキは大福餅やクッキーとの相性が良いことが分かっています。

　カラキを知ってもらい、普及させるためには賞味期限が長く、多くの方々に広く食べてもらえることが最適だと考

えました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　これまで行った30通りの試作実験を踏まえカラキサブレに品目を絞り、細かいレシピについては、更に試食アンケー

トを実施し決定しました。

　　（２）粉末粒子の大きさを検討

　カラキサブレに使用する粉末は、私達の製造実験で粗い粉末と細かい粉末を混ぜることで、カラキ特有の風味や鮮

やかな緑色が出ることが分かったので、次に、粒子のメッシュ測定を行いました。

　メッシュ測定は県内では調査機関がなかなかありませんでしたが、「金秀バイオ株式会社」に協力いただき、粗い

粉末を 40 メッシュ、細かい粉末を 100 メッシュに設定し、配合割合を４対６で使用することにしました。

【図 2】開発する品目を選定した結果、「カラキサブレに決定した

【図 3】株式会社金秀バイオでメッシュ測定を行い、比率を決定
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　　（３）品質検査

　栄養成分については授業で学んだ分析方法を応用し実験を行いました。

　内容については、2021 年度より販売に伴う表示が完全義務化される 5 項目全ての内容を分析し、食品表示の参考に

しました。

　また、賞味期限については、一般生菌数及び大腸菌群を調べた結果、60 日間と設定しました。

２　カラキ活用の振興と普及活動を行う　　

　　（１）　研究報告会等への参加

　私達は大宜味村祭りや OIST　SCORE ！等に参加し、これまでの取り組みを紹介しました。

　多くの賞を受賞するとともに、講習会などでは「とても勉強になった」という感想を頂きました。

　また、沖縄有用植物研究会では植物の活用や栽培方法について研究する講習会「立花塾」を定期的に開催しており、

私達は講師として参加する機会を得て、これまでの取り組みを報告しました。

　会員のみなさんから「素晴らしい取り組みです」という感想を頂くとともに、会の理事を務める「沖縄ハム総合食

品株式会社」（以後オキハム（株）という）社長の長濱さんからは、「是非、自社の工場で製造・販売をしたい」とい

うお話しがありました。

【図４】成分分析と賞味期限検査を行い、一括表示の参考にした

【図５】大宜味村祭りに参加した様子 【図６】OIST SCORE ！で 3位入賞 【図７】「立花塾」で講師を務めた
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３　生産性を高め、地域貢献に繋がる活動を行う

　　（１）　カラキ粉末の流通経路の構築

　カラキを普及させるためには、カラキ粉末の確保が必要不可欠になります。

　また、カラキ粉末を流通させるには、大量に粉末を扱うことのできる企業の協力が必要です。

　そこで、大宜味村でカラキを栽培し、昨年実施した技術講習会にも参加して頂いた宮城さんに相談したところ、カ

ラキの生葉を販売して　　頂くことになりました。

　生葉は、１kg5,000 円で引き取ることになり、計 12Kg を購入、歩留まりがこれまでの調査で約 50% なので、粉末が

６Kg 取れることになります。

　宮城さんからは「村内でカラキを栽培している人は、多く活用して欲しいと思っていますよ」と、カラキがあって

も流通できていない問題点を指摘していました。

　私達はその生葉を本校卒業生が代表を務める「株式会社沖縄ベルク」で乾燥してもらい、加工業者が指定するメッ

シュで粉末にし、納品するというパイプを構築することができました。

　　（２）（株）オキハムでの販売活動

　オキハムにはスイーツ部門「おかし工房　よみたん」があり、代表の長濱さんに完成した製品のプレゼンを行った

ところ、同工房で製造・販売することが決定しました。

　販売に向けては包材やパッケージ、POP、価格等、細かい打合せを何度も行いました。

　また、大宜味村長を表敬訪問し、販売に至るまでを報告しました。

　村長からは「よくここまで頑張った。今後は大宜味村の特産品にしていきたい」と嬉しいお言葉を頂きました。

　販売日には、私達もお手伝いをしに行き、マスコミにも大きく取り上げられＰＲすることが出来ました。

【図８】カラキを栽培している宮城さん（左図）と沖縄ベルクに乾燥・粉末を依頼（右図）

【図９】お菓子工房「よみたん」へプレゼンを行い販売決定。包材やＰＯＰ等細かな打ち合わせ会
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　長濱さんは、「今後は、大宜味村でも販売できるよう量産します」と

話しており、地域に貢献できる活動が出来ました。

　現在では北部地域の道の駅や、東京、神奈川、名古屋など、県内外で販売されるようになっており、更に、お菓子

工房「よみたん」ではカラキ粉末を利用した新しい商品開発が進められています。

Ⅴ　まとめ

　１　カラキ特有の風味や色を全面に出した商品を完成させ、品質等の調査が出来た。

　２　技術講習会や研究報告会等に参加し、賞を受賞するとともに、カラキ活用の振興に繋がった。

　３　量販店と連携し新商品開発ができ、カラキ農家から粉末・加工までの流通経路を構築し、地域農業発展の展望が持てた。

　

Ⅵ　今後の課題

　１　更にカラキ粉末を使った加工品を開発し、大宜味村の活性化に繋げる。

　２　村では６次産業化に向けて粉末工場を作る計画があり、私達が取り組んだ研究成果を共有する。

【図 10】大宜見村長を表敬訪問した様子と、

お菓子工房「よみたん」での販売の様子

【図 11】北部地域の道の駅や県外でも販売され

るようになった
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　３　大宜味村固有の伝統食材を更に研究・活用することで、過疎化改善を図る。

Ⅶ　おわりに

　今後、大宜味村では１万株のカラキを栽培する計画で苗の増産に取り組んでいます。

　生葉収穫から乾燥・粉末・商品開発・製造・販売までを一貫して大宜味村で賄うことで、地元が活性化され、雇用促進が

期待できます。

　地域活性化は過疎化の歯止めにも繋がり、村の発展の一端を担えると信じています。

　私達のプロジェクトがこれからも地域に貢献できるよう、『挑戦！「カラキ」を使った新商品開発と普及活動』を、これ

からも進めていきます。

講　評

　大宜味村の地域資源であるカラキの葉を乾燥粉末化させ、それを利用した商品開発に取り組んだ２年目の継

続研究です。昨年は、乾燥温度の検討と粉末化への取り組みでしたが、今年度は、カラキ乾燥粉末をサブレに

添加し、商品開発を行っています。カラキの色や香りが際立つ粉末粒子の検討が行われ、カラキの特徴を最大

限に引き出すために工夫・改善を行っている点が評価できます。

　また、カラキ生産農家や乾燥・粉末化を行う加工業者との連携を図り、原料の安定的確保が可能になったこ

とやカラキサブレの製造技術を食品メーカーに提供し、商品化されたこと等、学校が軸となって生産・加工・

製造・販売のシステムを構築したことは、産業の活性化、地域資源の有効活用につながっています。今後は、

産業として地元に定着し、地域振興の起爆剤になるようカラキ利用の商品開発に継続して取り組んで下さい。

❁上位賞受賞のポイント❁

　研究の裏付けとなるレポートがしっかり作られており、カラキを利用した商品開発に取り組まれています。

意欲的にカラキの普及活動を行っている点や生産農家、一次加工業者、食品メーカーと連携し、地元の産業振

興につながる取り組みが高く評価されました。
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環 境 奨 励 賞

僕の水辺の生物発見

　
那覇市立泊小学校

６年　山川　哲平

1 2
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講　評

　小学校１年生から６年間継続した研究で、写真や生物の特徴がしっかりまとめられておりとても素晴らしい

です。

　６年間で 26 カ所の川を複数回訪ねて、510 種の生物の写真を撮って同定を行うことは、非常に大変なことだっ

たと思います。この６年間の豊富なデータは索引もついていて、図鑑のようです。パネルの図や表も丁寧にま

とめてあり、見やすかったです。

　「Ｄ：場所の形態毎の発見件数」のデータからサンゴ礁での発見数が多いと結果がでているので、その考察

を深めても良かったと思います。

　今後、各場所で観察できる生物や環境の変容やその原因等を関連付けた考察ができると面白いですね。

今後の活躍に期待しています。

❁上位賞受賞のポイント❁

・６年間の継続研究

・沖縄県の 26 の川に生息する水辺の生物を同定

・豊富なデータ量（写真や特徴等）

－271－



環 境 奨 励 賞

糸満市真栄里海岸における打ち上げ貝の採集調査Ⅳ

　
糸満市立糸満中学校

２年　上原　一路
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講　評

　身近な海岸で見られる貝類を題材にした優れた研究です。調査場所は、沖縄型海岸整備促進事業が行われる

予定の場所なので、工事の内容が環境に及ぼす影響を比較する際に貴重なデータとなるでしょう。年間を通し

た打ち上げ貝の調査によって、92 科 360 種の貝類を採集し、その中に 43 種のレッドリスト種が含まれている

事を明らかにしていますが、研究のための継続的な努力は大変すばらしいと思います。ぜひ、今後もこの研究

を継続してください。

　また、方形枠を使った生貝の定量的な調査によって研究の幅が広がっていると思います。今後は、この定量

的な調査の規模と内容を充実させると研究の質がより高まると思います。生貝の採集効率は、潮汐や季節によっ

ても変動しますので、調査のタイミングについても検討すると良いと思います。また、海岸に打ち上げられる

貝類の変化は、生息環境の問題以外に、海流等の影響も考えられるので、その要因については多角的な視点で

の検討も加えてみてください。そうすると考察の幅がより広がると思います。

　今後、益々すばらしい研究に発展していくことを期待しています。

❁上位賞受賞のポイント❁

　糸満市の真栄里海岸で行った貝類の継続的な研究結果は、この地域の自然環境を理解するための貴重なデー

タです。今後も研究を継続することによって、海岸整備事業の前と後での変化を確認することが可能になりま

すので、地域の環境保全を検討する際の重要な記録となるでしょう。身近な環境の変化について調査したとて

も有意義な研究です。
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環 境 奨 励 賞

沖縄本島における特定外来生物ツルヒヨドリの分布および駆除について

　
沖縄県立球陽高等学校

２年　城間　元斗　　島　充希　　冨名腰　義人

1 2
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講　評

　生態系や農作物に被害を及ぼす恐れがある特定外来生物「ツルヒヨドリ」が沖縄県内で生息範囲を拡大して

いて、大きな問題になっています。「やんばる」でも分布が拡大すると、固有種や希少種に多大な被害を及ぼ

す危険性があるので事態は深刻です。この研究は、沖縄島内を丹念に回ることによって 21 市町村 380 カ所で、

ツルヒヨドリの分布状況を確認した貴重な研究です。

　また、ツルヒヨドリの生育特性についても調査し、その分布特特性について検討していることや、葉の成分

を分析することによって、食品としての利用を検討していることは、高く評価できます。ツルヒヨドリを食品

として利用できれば、本種の駆除がより効率良く進むことになりますので、大変ユニークな視点を持つ意義の

ある研究になると思います。

　その他、調査結果を示す際に、実験を行った回数等を示すと結果についての信頼性が高まります。例えば、

挿し木を使った発芽率や発根率の結果については、実験に使用した個体数（例数）を、成分分析の結果につい

ては、実験の回数（や平均値）等を示した方が良いと思います。

　今後の進展が楽しみな研究なので、頑張って下さい。

❁上位賞受賞のポイント❁

　生態系や農作物に被害を及ぼす恐れがある特定外来生物「ツルヒヨドリ」について、丹念な現地調査によっ

て沖縄島内での分布状況を詳細に記述している。この結果は、本種の駆除作業を進める際に貴重なデータを提

供する優れた研究である。また、本種の葉の成分を分析して、食品としての利用を検討していることはユニー

クで、本研究を大変魅力あるものにしている。
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審査委員奨励賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 42 回 沖縄青少年科学作品展 



 
 

審査委員奨励賞 
生物 

E.C. キリン エレメンタリー スクール 

イーヴィー ウォルノス 

フォトレジスタで生物発光を感知 
 
1．動機 :  私は、４歳の時からロボテックスに興味があり、回路を組立ていました。高校生が水

中ロボットを作っている。ドキュメンタリーを見て、いつか私にも水中ロボットが作れ

ないかと思いました。深海のことを考えて、そこがどれくらい暗いかと考えました。そ

れで、私のロボットが将来、どうやって見ることが出来るのかを考えました。 
アンコウとコウモリダコが深海に生息していることを思い出しました。これらの生物は、 
発光生物です。自ら光を放ちます。私の未来のロボットは、その光を感知することが 
出来るでしょうか。 

  
2．手順 :  私は、ラズベリーパイ、ブレッドボード、アナログ・デジタル変換器、ジャンパー 

ワイヤー、フォトレジスタ、10K オーム・レジスタを使い、光センサー（LDR）を製作
しました。LDR を製作した後、感知する光のレベルをラズベリーパイにコード化しまし
た。そして、箱と黒の布を使って LDR 用の暗い場所を作りました。これで深海をシミ
ュレーションできます。LDR を箱の中に入れ、ふたを閉め、 初のテストを行いました。
値は、0.00-0.01 でした。ほぼ光がありません。次に、様々な光を調べるために箱の中で
光源を持って、できる限りきちんとふたを閉めて黒っぽい布で手の周りを包み、箱を閉
め切りました。LED ライト（人工的な光）、緑のグロースティック、青のグロースティ
ック、自然の光（太陽光）をテストしました。グロースティックは、化学発光に近いも
のなので生物発光をシミュレーションしています。青と緑を選んだ理由は、深海で見ら
れる自然な生物発光の色だからです。 
私がコード化している間、父がガラス容器に水を入れ、プラスチックのラップをかけ、

その上に光源を置き、箱の中に入れるのを手伝ってくれました。 これはロボットが水中
でどのように光を感知するかをシミュレーションしたものです。私の LDR がどのよう
に作動したか観察結果を分かったこととして記録しました。 

 
3．結果 :  LDR は、様々な光を感知することが出来ました。暗いものから明るいもの： 

１．完全な暗闇/光源なし（標準）       ６．水なしの緑のグロースティック、        
２．水を通した青のグロースティック、       ７．水なしの緑と青のグロースティック両方、 
３．水を通した緑のグロースティック、    ８．水を通した LED ライト、 
４．水なしの青のグロースティック、     ９．水なしの LED ライト。 
５．水を通した緑と青のグロースティック両方、１０．水なしの太陽光。 

 
4．考察 :  この実験で、ロボットが深海で生物発光を感知することが可能だとわかりました。 

いつか残りのロボットを製作して、それを深海に行かせたいと思います。私は、生き物
と彼らがどのように生きているのか研究したいです。LDR は、私のロボットが発光生
物を見て、発見して追いかける手助けをしてくれます。深海で本物の発光生物でこのテ
ストが出来たらかっこいいと思いました。 
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審査委員奨励賞 

生物 
クバサキ ハイスクール 

ウィロウ ルイス 

カタトサカに対する電磁波の影響 
1．動機 

温室効果により気候変動が起こって、気温が上昇し、地球の天然資源の多くに影響しています。 
350 以上もの異なる種のサンゴが生息する地元沖縄では、上昇し続ける気温が致死的生息地と白化

現象を引き起こし、沖縄のサンゴの 70%が白化して死滅しています。サンゴの白化現象は、サンゴ

と共生相互関係にある光合成藻類である褐虫藻が排出されてしまい起きる現象です。サンゴの白化は、

主に熱エネルギーに起因しますが、太陽から発せられる電磁波も影響しています。可視光線の侵入の

強さとサンゴの白化の度合いに相関関係があることがわかりました。 
2．手順 

サンゴの白化に対する電磁波の影響をシュミレーションするために、対象となるサンゴを入れた水

槽を３個用意し、200 ルクス、0.7 ルクス、700 ルクス（標準）の光を当てました。光源は毎日 12
時間照射しました。水温は 20 日間、徐々に上げていきました。 

3．結果                              表 2: 白化量の評価スケール 
65 リットルの水槽には、ドゥアルクリーン 600 のフィル

ターと LED ライトを設置しました。水槽には、東シナ海に

面した砂辺の護岸で汲んだ 54リットルの海水を入れました。

温度計を左上部に取り付け、ヒーターは 25℃に設定しまし

た。 水槽は、３つのこぶし大の軟サンゴであるカタトサカ

を入れる前に 1 週間は安定させ、新しい環境に慣れるまで 1
週間おきました。毎日 LED ライトを 12 時間照射し、太陽

から放出される電磁波をシュミレーションしました。高さ 8
㎝のプラットフォームは、サンゴの下により多くの水流を循

環させるために穴の開いたごみ箱で作りました。高さ 15 ㎝

の構造物を作るのに直径 2.5ｃｍのポリ塩化ビニル（PVC）

パイプを使い、20 ㎝×14 ㎝のセクション 3 か所に区切りま

した。 初のセクションは、3 層のブラインド・クロスで覆

い、陰にしました。2 か所目のセクションは標準でブライン

ド・クロスは付けず、3 か所目は 7 層のブラインド・クロスを PVC 構造物の端にくくりつけました。 
各セクションでは対象の軟サンゴを１つ覆いました。異なる処置を通して照射される光の量はベルニ

ア・ライトセンサー・プローブとラブクエストで測定しました。標準には、700 ルクス、3 層のブラ

インド・クロスには、200 ルクス、7 層のブラインド・クロスには、0.7 ルクス照射しました。熱は、

サンゴの白化が生じる暑い夏をシュミュレーションするため毎日１℃ずつ上げて、健康状態を記録・

観察するために午後６時に定期的に写真を撮りました。サンゴの健康は、２つの観察基準で決められ

マトリックスで得点を付けました。サンゴのポリープの活動は“ポリープの活動評価スケール”（図

１）を用いて評価しました。 
白化については“白化量の評価スケール”（図２）を用いて毎日の白化した量の割合を決めました。                

4．考察 
サンゴは管理するのがとても難しいもので、購入するには高価なものです。経費が掛かるのでス

ケールの小さなものでしか実験ができませんでした。将来の実験では、もっと多くの対象物ともっと

多くの種類を対象として行いたいと思いました。この実験は、専門的な所で、他の光源の干渉がない

状態で行ったほうが良かったかもしれません。この実験は、サンゴの白化の主な原因と原理を特定す

るのに継続していくととても良いものです。 
 

 

度合い 観察 

5  白化現象はなし。色

が強い。 

4 少しだけ白っぽい 

3 青白い 

2 ほとんど白で少し色

がある。 

1 骨のように白い 
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佳作・入選作品概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 42 回 沖縄青少年科学作品展 



 
 

佳作 
物理 

那覇市立真和志小学校 

宮城 昌宗 

定規はなぜ冷たかったのか 

１.目的  

筆箱の中の文房具をさわった時、アルミ製の定規だけ冷たく感じるのを不思議に思い、アルミ

定規の温度が他の文房具に比べて低いのではないかと仮説を立てて調べてみることにした。 

２.方法  

①アルミ定規、鉛筆（木製）、ペン・消しゴム（プラスチック製）の温度を、放射温度計を使っ

て比べた。 

②同じ大きさのアルミ板、木板、プラスチック板を使って、同じ温度でも冷たいと感じるか、

温かいと感じるかを何段階かの温度で比べた。 

③アルミ板、木板、プラスチック板をそれぞれ２枚ずつハの字に組み、片方をお湯、片方を常

温の水に入れ、熱の伝わり方の違いを比べた。 

３.結果  

①アルミ定規、鉛筆、ペン・消しゴムのいずれも、温度はほとんど同じだった。 

②アルミ板は、木板やプラスチック板よりも、高めの温度になっても冷たいと感じた。 

③アルミの板は木板やプラスチック板よりも、常温の水の温度上昇が大きかった。 

４.考察  

はじめはアルミ定規の温度が他の文房具よりも低いから冷たく感じるのだろうと予想したが、

実際は鉛筆もペンも消しゴムも温度はほとんど同じで、なぜ同じくらいの温度なのにアルミの定

規だけ冷たく感じるのかという疑問がさらにできた。 

そこで同じ大きさのアルミ、木、プラスチックを使って冷たく感じる温度を比べてみると、ア

ルミは木やプラスチックに比べて高めの温度になっても冷たく感じることが確かめられ、その仕

組みを知りたくなった。 

僕は汗が乾く時に熱をうばうから冷たく感じるというのを思い出し、アルミは木やプラスチッ

クよりも熱をうばいやすいのではないかと仮説を立て、調べるための実験を試したが、アルミも

木もプラスチックも室温にすぐ戻ってしまい、熱のうばいやすさを比べるのが難しかった。 

もっと分厚い材料を用意しようとも考えたが難しかったので、途方に暮れていたが、海陸風の

原理を思い出して、冷めにくい水を使って実験をすれば伝わった熱量が比べられるのではないか

と思い試したところ、アルミを使った場合が、お湯から常温の水へ１番熱を伝えることが確かめ

られ、アルミが熱を伝えやすく、手の熱をうばいやすくて冷たく感じることがわかった。 
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佳作 
物理 

那覇市立城北小学校 

赤嶺 将三郎 

ぼくのスマホ 音のひみつ 

１.目的  

1 年生の時、なぜ、糸電話から声が伝わるのか不思議に思い、電話機の大きさや種類、糸の長さや太さ・種類を

比較し実験した結果、糸電話で声が伝わる時は、糸が震えていること、震動があることがわかった。2 年生での継

続研究として、声以外でも音が伝わる時は必ず震動があるのか？音と振動の関係をさらに詳しく調べることにした。

２.方法  

実験１ いろいろな容器をステンレス棒で叩き、音の違いと震動の違いについて調べる。（震動の様子は発砲スチ

ロール玉で視覚化する）実験２ 水中でも、キッチンタイマーの音が伝わるか騒音計で調べる。実験３ 音の大きさ

と振動の違いを調べる（パーランクーを叩く音を騒音計で計測し、作成した声の振動盤にのせた塩の動きを比較す

る）実験 4  作成した震動マシーンで声を出し発砲スチロール玉をとばそう。実験 5 声の高さと振動の違いについ

て調べる。（声の振動盤にのせた塩の模様を比較する）実験 6  音の共鳴スポットを楽器で見つけよう（リコーダー・

ピアノ） 

３.結果  

実験１ 容器の種類によって伝わる音に違いがあった。どんな音でも必ず震動が伝わってきた。 

実験２ 水中でもキッチンタイマーの音は聞こえた。（地上 90.6 水中 43.6 デシベル） 

実験 3  音が大きいと震動も大きくなり、音が小さいと震動も小さくなった。 

実験 4  大きな声では、震動マシーンの発砲スチロールは飛び散らないが、高い声では、発砲スチロールがいっ

きに飛び散った。音の高さと振動は関係があるのか. 

実験 5  高い声では、大きく震動し、低い声では、小さく震動した。音の高さによって、震動に違いがあった。

声の高さや声を出す時間の長さによっても声の振動盤にできる塩の模様に違いが見られた。 

実験 6  リコーダーで共鳴スポットは見つからなかった。ピアノでは、低音から 30 番目のドからドの音が共鳴

スポットで、特に 32 番目のミの音が大きく震動した。 

４.考察  

いろいろな実験を通して、物から音が出るときや伝わるときは、物は震えていること、震動があることがわかっ

た。1 年生の時、糸電話の声が 120ｍの距離まで聞こえたのは、120ｍ先まで音の振動が伝わっていることだと考

えると、すごいことだなと思った。また、大きな音では振動が大きくなり、小さな音では震動も小さくなることが

わかった。さらに、高い音では震動が大きく、低い音では震動が小さいことがわかった。僕が一番すごいと思った

のは、自分の声の振動で、振動盤の塩の模様が変化したことだ。高い声を出すと振動盤の塩が突然「ザーザー」と

雨のように音をたてて揺れ出した時はとてもびっくりした。声の出し方を変えるたび塩の模様が変化し、自分の声

を聞くことはできても、声の振動の動きを目で見ることができるとは思わなかった。 

音のひみつを調べていくうちに、携帯電話の声が、なぜ遠くまで伝わるのか？どうして人は高音と低音が出せる

のか？もっと調べていきたいと思った。 
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佳作 
物理 

那覇市立松島小学校 

赤﨑 友洋 

水の渦について vol.3 －せい止した水から渦を作る－ 

１.目的   

小学 1 年生の頃、いつも同じ高さで渦ができることを知っていたが、母に「大きい穴と小さい穴、ど

ちらが渦ができやすいと思う」と聞かれて色々な実験をしたくなったことがきっかけである。 

  小学 1、2 年生の頃は、かっこいい渦を作ることを目的に穴の大きさ、容器、ふたのありなしなど様々

な研究を水流を作って行っていたが、今回は静止した水で行った。研究し始めると、そもそも静止した

水から渦はできない事が分かり、逆に「静止した水から渦を作る」ことを目的とした。 

２.方法  

実験 1 直径 10.5cm×高さ 11cm の円筒型容器で、渦のできやすい穴の大きさを直径 0.5、1.1、1.5、

2.0cm でそれぞれ 8 回ずつ調べた。 

実験 2 直径 10.5cm×高さ 11cm の円筒型容器で、ふたありの実験を行った。 

実験 3 1.5L ペットボトルを 10 回転させることで水流を作って渦を作ると何 cm の渦ができるかを 8

回ずつ調べた。 

実験4 上に直径7mmの穴を開けた1.5Lペットボトルを10回転させて水流を作って渦を作ると何 cm

の渦ができるかを 8 回ずつ調べた。 

実験 5 渦の中の空気の向きを検証するため、直径 10.5cm×高さ 11cm の円筒筒型容器で、蚊取り線

香やドライアイスを使って検証した。 

実験 6 直径 10.5cm×高さ 11cm の円筒型容器で、穴なしと穴ありの時の水流 

      の向きをしそふりかけを使って調べた。 

実験 7 これまでの実験結果を基に、渦装置を作って、渦ができるかを 6 回実験した。 

３.結果  

実験 1 静止した水から渦はできない。 

実験 2 渦はできず、ふたなしと比べ 6 倍時間がかった。 

実験 3 渦はできたりできなかったりし、平均 6.7cm の渦ができた。 

実験 4 平均 12.5cm のなめらかな長い渦ができた。 

実験 5 渦の中の空気は上向きと分かった。 

実験 6 水流は、穴なしでは同心円状に、穴ありでは渦状に流れる。水は中心に向かうのではないこと

が分かった。 

実験 7 静止した水でも、製作した渦装置を使えば渦ができることが証明された。 

４.考察   

水流がないと渦はできない。ふたなしで穴は直径 0.5～2.0cm が良ことがわかった。実験 6 から、渦

型の鉄板で壁を作った装置を製作すると、渦を作ることができた。次はもっと長くて太い渦ができる装

置を作るため研究を深めたい。 
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佳作 
物理 

沖縄カトリック小学校 

山根 寛矢      山根 唯乃 

ふり子とエネルギーの移動について（ニュートンのゆりかご） 

１.目的  

妹とパシフィック・リムという映画を見た時、「ニュートンのゆりかご」と呼ばれている５つのふり子が並んで

いる置き物を見ました。気になって調べてみると、とても面白い動きをすることが分かりました。いくつか持ち上

げて手を離すと、ふり子がぶつかり反対側で同じ数のふり子が飛び出す。とても不思議で興味を持ちました。そこ

で、妹と一緒に協力しながらその動きについて実験して研究することにしました。 

２.方法  

ふり子の実験では、今回のふり幅はふり角度とする。ひもの長さは 20cm ごとに 5 種類用意する。今回は、重り

の半径は考えない。（20cm～100cm）周期は 10 周期分を 10 回、ストップウォッチで測定し、10 周期分の平均、1

周期分の平均を計算する。ニュートンのふり子の実験では、押し込む力を予め調べるため 20g ごとに 10 種類を 3

回測定して平均をだす。（20g～200g）ふり幅によるエネルギーの大きさは、5°、15°、25°とする。ふり子は 1

個～5 個で実験する。 

３.結果  

ふり子についての実験結果では、ふり子のひもの長さに比例して周期も長くなった。また、1 周期ごとだと変化

が分からないけど、10 周期分で比較するとごくわずかではあるが、ふり幅に比例して周期も長くなった。軽い重

りや直径の大きな重りは、空気の影響のためか揺れが速く止まる。 

ニュートンのふり子について、粘土と四角錐を使って押し込む力（エネルギー）を測定した実験結果では、ふり

幅によって、エネルギーは大きくなることが分かった。ぶつけるふり子の数が増えると、伝わるエネルギーは移動

するたびに減少していく。ふり子の組合せを違う材質にすると、エネルギーがうまく伝わらず、ばらばらな動きに

なる。反発力が大きければ、エネルギーの減少を抑えられる。 

４.考察  

ふり子の実験をして、資料で調べた通りひもの長さが同じなら、周期がほぼ同じだと確認できた。しかし、1 周

期分ではほぼ同じでも 10 周期分に観察を広げると、ひもの長さが同じでもふり幅と周期に比例の関係があること

が分かった。また、軽いふり子や重りの大きさが大きいふり子には運動すると風の影響を受ける。その風の影響（抵

抗）は大きい。そのことから、ふり子の重りを選ぶ時には、重くて小さいものが良いと考えた。 

次に、ニュートンのふり子の実験をして、ふり子を直線状に並べて、運動の方向もそろえないとうまく動かない

ことが分かった。2 本のひもで吊るすことで、横の揺れをある程度抑えられることが分かった。ふり幅を大きくす

ると、持ち上げるために多くの力を使った分だけ、四角錐を押し込む力のエネルギーが大きくなることが分かった。

また5個のふり子を並べて力の伝わりを確認すると、エネルギーが各ふり子を移動するたびに減少することが分かっ

た。これは、ぶつかったふり子が完全には止まらなかったことから、全てのエネルギーを移動させられなかったと

思う。また、ぶつかって移動したエネルギーも、一部が重り自体に吸収されたからだと思う。これは、反発力の強

い重りを使うことで改善することが分かった。 
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佳作 
物理 

沖縄カトリック小学校 

比嘉 唯仁 

パラシュートの落下実験 

１.目的  

お父さんが壊れたビニール傘でパラシュートを作ってくれたが、イメージするパラシュートに

なっていなかった事に疑問を持った。 

イメージ通りの「ゆっくり安定して落ちるパラシュート」を作るための条件を様々な実験を通

して探り、理想の自作パラシュートを作成する。 

２.方法  

・パラシュートのおもりの重さ、紐の長さ、かさの大きさ、かさの形を変え、地上１ｍの高さ

から落下させる。その際、自作の測定用シートを用いて着地点を記録する。また、落下から着地

までにかかった時間を測定する。 

・落下実験はそれぞれの条件で 10 回ずつ行い、平均値を比較して結果を考察する。 

・「落ちる範囲のばらつきが少ないもの」と「落下から着地までの時間が長いもの」を「ゆっく

り安定して落ちるパラシュート」の条件とし、実験の結果から得られた条件を組み合わせて

理想とするパラシュートを作成する。 

３.結果  

・パラシュートのおもりは、重ければ重いほど落下速度が早くなる。 

・紐の長さは、短いと落下範囲が広くなり安定性が悪くなる。 

・かさの大きさは、大きければ大きいほどゆっくり落ちる。 

・かさの形は、円形が一番パラシュートに適している。 

（※風の影響を受けない場合） 

４.考察  

ビニール袋とたこ糸とクリップを材料にしたパラシュートを作成する場合、一番バランスの良

い設計は次の通りとなることがわかった。 

・おもりのクリップ = 8 個 

・紐の長さ = 20cm 

・かさの大きさ = 45cm 

・かさの形 = 円形 

 

パラシュートを作るには、設計が大事だということがわかった。 

今回は、家の中にある材料でパラシュートを作ったが、次は素材にもこだわって、自然の中でも

安定してゆっくり落ちるパラシュートを作りたい。 
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佳作 
化学 

石垣市立名蔵小学校 

小田 雄詞 

さびのふしぎ 

１.目的  

ぼくのおうちはうみのちかくで、かぜもよくふきます。おうちのてつのゆうびんうけが一年でさびて

しまいました。それは、雨かぜ、しおかぜ、日ざしがつよいからでしょうか。おとうさんはちきゅうの

きおんがおんだんかしていて、さんせいの雨がふっているといっています。しぜんのきおんやさんせい

アルカリせいなどかんきょうへんかをとおして、なぜてつのゆうびんうけがさびたのかをかんがえまし

た。 

２.方法  

てつくぎをいろいろなじょうけんにおいて、そのさびかたを 20 日かんかんさつしました。それぞれ

なにもしないきほんのくぎともくらべました。①きおんへんかのかんさつ。ひかげ、ひざしのつよいと

ころ、れいぞうこにそれぞれ、水どう水をかけたくぎをおきました。②いろいろな水でかんさつ。水ど

う水、かい水、す水、じゅうそう水をかけ、ひかげにおきました。また、あぶらをぬったくぎでも水ど

う水をかけてかんさつをしました。 

３.結果  

①れいぞうこのなかのくぎはほとんどさびなかったのに、ひかげのくぎはすこしさびました。それに

くらべてひざしのつよいところのくぎはつよくさび、水どう水をかけるともっとさびました。②きほん

のくぎはすこしさび、それよりも水どう水やかい水のくぎはややさびましたが、水どう水とかい水のち

がいはありませんでした。それにくらべて、す水のくぎはいちばんさびました。あかちゃいろにさびま

した。じゅうそう水のくぎもさびましたが、かい水のくぎよりもすくなく、いろも、くろちゃいろにさ

びました。あぶらのくぎはきほんのくぎも水どう水のくぎもまったくさびませんでした。 

４.考察  

さびがつよくなるのは、きおんがたかいこと、水どう水やかい水があること、さんせいであること、

アルカリせいであることがわかりました。はんたいにあぶらをさきにぬっておくとさびにくいことがわ

かりました。しおかぜのえいきょうをしらべるためにかい水をつかいましたが、水どう水とちがいはあ

りませんでした。もしかしたらかんさつきかんがみじかかったためかもしれません。さんせいであるこ

とはとてもつよいあかさびこうかがあるとわかりました。アルカリせいでもさびのへんかがありました

がくろいさびになりました。さんせいでのあかさびへんかとアルカリせいのくろさびへんかのちがいの

りゆうはわかりませんでした。 

うちゅうの本に、火せいはあかっぽいいろをしていて、これはひょうめんにさびたてつをふくむすな

やいわがほうふにあるためで、また火せいではむかしみずがたくさんあったともかいていました。す水

のあかさびへんかとかんけいしているのかもしれません。 

[まとめ]てつくぎのいろいろなかんきょうのちがいとさびのできかたをかんさつして、おんだんかやさ

んせいの雨などのちきゅうへのえいきょうやうちゅうのことをかんがえてみたい。 
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佳作 
化学 

沖縄カトリック小学校 

伊佐 茉佑子 

すごいぞ！牛乳パワー～牛乳をいろいろな方法で固めてみよう～ 

１.目的   

毎日、飲んでいる牛乳ですが、普段食べている食品に姿を変えて使われています。そこで、「液体の牛乳をどん

な方法で固めて食品にしているのだろう。」と興味を持ち、いろいろな方法で牛乳を固めることに挑戦した。 

①牛乳の乳脂肪の働きで牛乳を固める様子とバターができるのだろうか。 

②牛乳にヨーグルト菌を混ぜて固まる様子とヨーグルトができるのか。 

③氷と水と食塩を利用して牛乳が固まり、アイスクリームができる様子を調べる。 

④どんな食品が牛乳を固めているのかを調べる。 

⑤牛乳に酸性の食品(レモン汁)を利用し、カッテージチーズができるのか。 

⑥牛乳に酸性の食品であるレモン汁やオレンジ果汁と熱を加えてプラスチックができるのかを調べる。 

２.方法  

①５本のペットボトルにそれぞれ牛乳とクリームを入れ、常温と冷やした物に分け、振り、中の液体が固体と液体

に分かれたら振ることを終わる。中の固体の重さを量り、様子を見る。 

②牛乳を４０℃まで温め、２つの容器に分けて入れる。それぞれの容器に市販のヨーグルトを入れてふたをして常

温と冷蔵庫で様子を見る。 

③ボウルに卵の黄身を入れて混ぜ、牛乳、砂糖等を加えてさらに混ぜる。氷の入ったステンレスのボウルに材料の

入った容器を入れてボウルの温度と容器の中の様子を観察する。 

④牛乳を入れたコップを６つ用意し、それぞれにレモン汁、砂糖水、食塩水、重曹水、食酢、オレンジ果汁を入れ

て混ぜ、牛乳が固まるかどうかを見る。 

⑤牛乳を９０℃くらいまで温め、４つのコップに注ぎ、８０℃、６０℃、４０℃、２０℃に下がったらそれぞれに

レモン汁を注ぎ、混ぜて固まり具合を観察する。クッキングペーパーに流し、水を替えて振り洗いし、軽く絞る。

⑥⑤で作ったカッテージチーズを作る。オレンジ果汁でも固まり具合を見る。カッテージチーズを丸めて伸ばし、

型抜きしてレンジで加熱する。 

３.結果  

①成分無調整牛乳と動物性クリームを冷やしながら振ったものが、バターの量が多くできた。 

②室温３０℃、１３時間で牛乳からヨーグルトを作ることができた。 

③材料を混ぜて徐々に固まりはじめ、約３２分でアイスクリームが完成した。 

④食酢やレモン汁を加えた牛乳は、ドロドロし、全体的に小さな粒がたくさんできた。オレンジ果汁は、粒が少し

見られた。 

⑤６０℃以上の牛乳に、レモン汁を注いだ物は、カッテージチーズができた。 

⑥レモン汁を加えた牛乳は、カッテージチーズができ、電子レンジで加熱すると固まった。加熱しないで、１週間、

乾燥させても固くなった。 

４.考察   

乳脂肪分の働きやヨーグルト菌を牛乳に加えたり、氷と食塩を利用して固めてバターやヨーグルト、アイスクリー

ムを作ることができた。また、牛乳のカゼインという成分を利用して固めてカッテージチーズやプラスチックを作

ることができた。牛乳は、他にもいろいろな加工食品に形を変えて私たちはいただいている。もっと牛乳の栄養や

成分を知りたい。そして、牛乳のように加工してプラスチックになるエコな食品についても調べてみたい。 
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佳作 
化学 

沖縄市立比屋根小学校 

玉城 奏音 

おむつのふしぎ Part2 

１.目的  

前回の研究で、おむつに入っている粉が水をすうこと。また、土にまぜると少ない水で植物が育ちや

すいことがわかった。 

今回の研究では、ビニールハウスでさばくににたかんきょうを作り、おむつの粉がかんそうさせた後

もまた水を含むことができるのか。そして、土にまぜたときに、どのはいちのパターンが植物がかれに

くいのかを調べた。 

２.方法  

実験１：おむつの粉に水をすわせ、ビニールハウスでかんそうさせた後、また水をすうことができる

のか？ 

実験２：おむつの粉と土のまぜかたを変えて、水をたもつことができる組み合わせを調べる。 

実験３：実験２で水をたもつことができた１～４位の組み合わせで、実際に植物を育てて枯れにくい

のかを確認した。 

３.結果  

実験１：かんそうさせた後に水を吸うことはできたが、太陽の熱でドロドロになったあとは水のきゅ

うしゅうするスピードがとても遅かった。室内で乾燥させたおむつの粉は、早いスピードで水を吸うこ

とができた。 

実験２・３：実験２では、土のそこにおむつの粉を入れたものが水分を保つことができたが、植物は

全部かれてしまった。植物を使った実験では、おむつの粉を土全体にまぜたものが一番よい結果となっ

た。 

４.考察 

おむつの粉は水をすわせてかんそうさせた後もまた水をすうことができることがわかった。でも熱に

は弱く、ドロドロにとけてしまって、水をすう力が弱くなってしまうことがわかった。 

実験２のおむつの粉と土の組み合わせでは、土の表面にひいたおむつの粉はすぐにかんそうしてしまっ

た。土のそこ面におむつの粉を入れた方が、水をたもつことができた。 

実験３でも土のそこ面が一番かれにくいとよそうしていたが、全部かれてしまった。実験３で一番か

れにくいのは、おむつの粉と土を全体まぜたもので、その次がぼうじょうにおむつの粉を入れたものだっ

た。そこ面は植物の根がとどいていなくて植物がかれてしまい、全体まぜたものが植物の根に  水が届

きやすくなったためかなと思った。 

次の研究では、植物がかれそうなときに水をあげたら、また育ってくれるか。 

また、今回はおむつの粉をかんそうさせた後、1 度しか水をすえるかかくにんができなかったが、次

はおむつの粉はくりかえし何度使っても同じように水をすえるのかをたしかめたい。 
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佳作 
化学 

沖縄市立高原小学校 

喜屋武 穂泉 

つまりを解消するには その１・２ 

１.目的  

トイレのつまり掃除でセスキを溶かしているのを見たので、溶かしこむものを変えることでト

イレットペーパーの溶け方に違いがあるのか興味をもち調べようと思った。 

２.方法  

掃除の時に使うものをいろいろ水に溶かして、トイレットペーパーの溶け具合を比べる。 

溶かした時の性質もリトマス紙やペーパー試験紙を使って調べてみる。 

３.結果  

トイレットペーパーが溶けると思っていたが、バラバラになるだけで溶けるわけではなかった。

水よりもお湯を使った方がバラバラになりやすいと感じた。 

セスキ・重曹・過炭酸ナトリウムのアルカリ性チームの方がクエン酸の酸性よりトイレットペー

パーをバラバラにしていた。 

しかし、両方のチームを混ぜ合わせたほうがよりバラバラになることが分かった。過炭酸ナトリ

ウム（アルカリ）＋クエン酸（酸性）＋５０℃のお湯 

 

４.考察  

つまりの解消はトイレットペーパーを溶かすわけではなくバラバラに分解すことであると知っ

た。 

アルカリ性と酸性ではアルカリ性の方がバラバラにしやすいという結果がわかったが、混ぜる

ともっと効果的であるとわかった。 

しかし、アルカリ性や酸性には「混ぜるな危険・塩素系」と「混ぜるな危険・酸性タイプ」と

書かれているものがあるため、生活ではむやみに混ぜ合わせての使用は危険であることが考えら

る。 
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佳作 
生物 

石垣市立石垣小学校 

糸洲 綺奏 

葉から芽！！セイロンベンケイの研究 

１.目的  

今年 7 月広島県の広島市植物公園で「セイロンベンケイ」を見つけた。葉のふちから芽が生じることや、

水だけでも育つところが不思議だと思い成長を観察し調べることにした。 

２.方法  

調べてみたいことを（疑問に思ったこと）をテーマに設定し、栽培実験を行った。 

（１） 葉から不定芽を出すのに必要な条件とは何か。 

（２） 葉を裏返しても不定芽は出てくるのか。 

（３） 不定芽は土や水以外でも育つのか。 

（４） 葉のふちの部分以外でも不定芽は出るのか。 

（５） 屋外と屋内で生育の差はあるのか。 

（６） 屋外の土の不定芽はどのように育つのか。 

（７） 葉を縦にして生育すると不定芽はどうなるのか。 

３.結果  

栽培実験の結果から不定芽の形成方法や栽培の条件を知ることができた。 

・水を必要としなくても葉から不定芽が生じた。 

・葉を裏返しても不定芽は上方向に伸びた。 

・葉を分断しても全ての葉に不定芽は生じた。 

・不定芽の生じる場所は葉の縁のくぼみだけだった。 

・不定芽が生じて一周間ほどで葉が丸まっていくなど変化が出た。 

・屋外と屋内の生育では不定芽の色や形に違いがあった。 

・セイロンベンケイの葉と水分バランスについて実験結果から自分なりの見解が持てた。 

・身近にセイロンベンケイが自生し繁殖していることがわかった。 

４.考察  

・栽培実験結果から「葉」や「芽」「根」の色や形の変化は、置かれた場所に大きく影響を受けていると考

えられる。水分過多になると葉や不定芽が薄い黄緑色になり、葉自体が弱くなると考えられる。また逆に水

分を一切与えなくても約２０日間は葉の形状を保ち続けるのは、水分を貯めておけるしくみがあると考えら

れる。 

・研究の反省点としては、セイロンベンケイの葉を店舗で購入したため実験に使用した葉が少なく、親株

から切り離された時期の特定も不可能だった。そのためほぼ同じサイズの葉を使用するという方法しかなかっ

た。今後は今回栽培したセイロンベンケイを増やして実験できれば良いと思った。 

・新たに疑問に思った点は、「親株の成長と不定芽の生じる関係」について。 

今回実験に使用した葉の「葉身」はほぼ同じサイズの縦約１３㎝だった。それ以下の若葉などの小さい葉

に不定芽が生じる法則があるのか疑問に思った。セイロンベンケイの栽培をこれからも持続して調べていき

たいと思った。そしてセイロンベンケイの花を咲かせて種を採取してみたい。 

－317－



 
 

佳作 
生物 

宮古島市立東小学校 

佐藤  茉陽夏 

お茶で色々試してみよう！！～油・まっ茶・カテキン～ 

１.目的  

私には自分で作った抹茶を点てて飲んでみたいという夢があり、抹茶は茶臼 と機械で味はどう変わ

るのか飲んでみたい。茶の木はツバキ科のなのでお茶 の木でも椿油の様に種から油は採れるか？食べ

られるのか？また、緑茶と の成分の違いを調べる。２年前から茶ノ木を種から育てようと頑張ってい

ま す。お茶の木を育てて抹茶やお茶を作りたいです。 

２.方法  

１ 同じ茶葉を使用し、茶臼で作った抹茶と業務用ミルサー（機械）で作っ た抹茶を飲み比べる。 

２ 昨年、椿と茶の木の違いを調べたが、カテキンが椿茶にあるのか断定で きなかったのでパンをお

茶に浸してカビの生える日数でカテキンを調べる。 ３ 昨年、茶ノ木は酸性土壌でないと育たな

い事が分かったので、酸性土壌 で茶の木を育ててみる。 ４ 茶ノ木の種を購入し、自作の搾油機

で油を採る。食べられるのかも試す。 

３.結果  

実験１ 業務用は一番細かくなったが、味も苦味も薄くて美味しくなかった。 茶臼はザラザラしてい

て点てにくかったが味・香り・苦味が一番良かった。 

実験２ 今回４回実験したがカビは生えなかったり、カテキンが入っている緑 茶は 初の方にカビが

出た。 

実験３ ２ヶ月経っても発芽しなかったので掘ったらカビていました。  

実験４ 手作り搾油機から油は採れなかったので、お湯で煮詰めたら表面に油 が出てきました。上澄

みを煮詰めスポイトで油と水を分けて油が採れました。 舐めてみたら渋すぎて食べるのは無

理でした。 

４.考察  

実験１ 茶臼と機械で抹茶を作ると同じ茶葉でも味・香りが全く違う抹茶に なる事が分かりました。

茶臼は一定の速さで熱を持たないように挽かないと 香りや味が失われます。機械の熱と挽く

速度で香りや味が無くなったのだと 思います。こんなにも味が違う事は面白かったです。 

実験２ ２回目３回目の実験では麦茶に１番 初にカビが生えたのでカテキン が無いお茶は、やはり

カビが生えやすいのだと思います。椿茶にカテキンが あるのか？今年も断定できませんで

した。  

実験３ 酸性の土でも水はけが悪いと発芽しない事が分かりました。芽が出 るまでは水はけのよい土

で育てる事が大切だと知りました。 

実験４ 茶ノ木から油を作る事は出来ましたが、同じツバキ科でも椿油の様 に食べる事は出来ない事

が分かりました。８００個の種から採れた油の量は ２ＣＣでした。油を作るのはとても大

変なことも分かりました。 
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佳作 
生物 

宮古島市立東小学校  宮古島市立南小学校 

平良 風椛        親泊 昌輝 

バリケンは何を覚えているのか？  

～私のバリケンは、私を覚えているのかな？～ 

１.目的  
去年、バリケンの卵をヒヨコ電球でふ化させて育て、成長を観察する研究をしました。ヒヨコに刷り

込みをすることができたので、私の後をついて来るようになりました。でも、大きくなって自分で庭の

えさを探して食べるようになると、私の後をついてくることがあまりなくなってしまいました。でも、

えさをあげる時はついてくるし、学校から帰ってくると「おかえり」という感じで近づいてきているよ

うな気もします。だから、バリケンは何を覚えているのか？何を覚えるのが得意なのかを調べてみたい

と思いました。 
２.方法  

迷路や色が覚えられるか？好きな声、色があるのか？音、声、言葉、形、姿が見分けられるのか？を

調べるための実験コースをつくり、スタートしてからえさを食べ始めるまでの時間を測定してグラフに

しました。 
３.結果  

①１日３回、１～４日の練習で迷路を覚える。  
②練習しないと５～１０日で忘れる。 
③ヒヨコより成鳥の方が覚えるのが早い。 
④ヒヨコは少し教えると覚えやすくて、成鳥は考えて行動して覚える。 
⑤ヒヨコは、きいろ、ピンクと青など色を見分けるが、成鳥は不明。 
⑥色より左右の方向で覚えるのが得意。  
⑦人の声や音を聞き分けることができる。 
⑧音や声を使って判断するのが一番得意。  
⑨人の姿や物の形を見分けることができる。 
⑩音の次に形や姿を使って判断するのが得意。 
⑪言葉は聞き分けられない。 

４.考察  
バリケンは音で判断するのが得意で、人間の声も聞き分けられるが、言葉は聞き分けられないことに

おどろきました。バケツの形や人の姿も見分けられる。ヒヨコは色を見分けられていたが、その行動を

見ると判断するときにはあまり重要ではないのかもしれないと思った。いつも時間切れになるバリケン

も、６ひきいっしょの時は１２秒でゴールする。仲間の行動に合わせているのか？用心深くて１ひきで

人間に近づかないようにしているのか？リタイアの原因は、まだわからない。２匹の中ひなは、どの実

験でも私の方ゴールするのが早い。ヒヨコが生まれたときに世話をして刷り込みできたので、それがま

だ残っているかもしれないと思いました。成鳥のオスのペンちゃんは、バケツの形や音だけをよく覚え

ていて、私の姿や声は覚えていないという結果だった。バリケンは、ほかにどんなことで判断している

のか、次は、においや練習すれば言葉を覚えるのかを実験してみたい。 
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佳作 
生物 

豊見城市立豊崎小学校 

松山 愉音 

「オジギソウはどんな草？」 

－オジギソウについて調べてみて分かったこと－ 

１.目的  
家族でやんばるに遊びに行った時、オジギソウが生えているのを見つけました。さわってみるとおじ

ぎをするように葉が閉じ、とてもかわいくて不思議な植物だなと思いました。探してみると 2 種類のオ

ジギソウがあることに気づきました。そこで、①オジギソウはどこにあるのか、②2 種類のオジギソウ

の比較、③オジギソウの葉の運動の観察、の 3 つについて調べてみました。 
２.方法  

①オジギソウはどこにある？ 
夏休みに行った先々で、オジギソウを探し、オジギソウを見つけた場所の写真を撮り、地図上に記

録しました。 
②2 種類のオジギソウ（オジギソウとオカミズオジギソウ）の比較 
図鑑を使って 2 種類のオジギソウについて調べました。また、体のつくりの違いを観察し、スケッ

チして比べました。 
③オジギソウの葉の運動について 
植木鉢に植えたオジギソウを使い、葉の閉じ方、葉への刺激の強さと動きの関係、明暗と葉の運動

について調べました。 
３.結果  

①オジギソウは、国頭村と大宜味村の 2 地点（山の斜面や農道の沿いのヤブ）でしか見つかりません

でした。オカミズオジギソウは沖縄本島の南部地域(那覇市、南風原町、糸満市、豊見城市)の 14
カ所で見つけることができ、公園などの芝生や街路樹の下がほとんどでした。 

②2 種類のオジギソウは、花の色や小葉の付き方、茎や種のサヤの毛やトゲの有無、葉の閉じ方など

が異なりました。 
③オジギソウの小葉をつまんだ時と、先端をちょんと触った時で葉の閉じ方が異なりました。また、

明るくなると葉は開き、暗くなるとは葉閉じました。日中暗い部屋に入れても葉は閉じました。 
４.考察  

図鑑では分布地域が限られていると書かれていたオカミズオジギソウが、今回観察した豊見城市や糸

満市などの南部地域では普通に見られることが分かりました。オカミズオジギソウは増えてきているの

かもしれません。これからも見つけた場所を記録していきたいと思います。 
葉への刺激の強さによって葉の閉じ方が変わるようです。また、昼間は葉が開いて、夜になると葉が

閉じるのは、夜になるとオジギソウが眠っているのかなと思っていましたが、決まった時間に眠るので

はなく、時間に関係なく暗くなると葉が閉じてしまうこともわかりました。暗くなると光合成をしなく

てもよいので葉が閉じてしまうのかなぁと思いました。 
今回オジギソウを調べてみて、ますますオジギソウのことが好きになりました。なぜなら、植物なの

に自分の意思のように動いてかわいいなと思ったからです。同じオジギソウといわれている植物でも、

よく観察してみると全く違う体のつくりをしていることがわかり感動しました。これからもオジギソウ

を注意して観察したり、葉の運動の実験をたくさんして、もっともっとオジギソウのことについて知り

たいと思いました。 
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佳作 
生物 

那覇市立泊小学校 

大城 蒼 

止水域にアメリカザリガニの天敵はいるのか  

～アメリカザリガニが引き起こす問題 パート 2～ 

１.目的  
去年の研究で、アメリカザリガニがヤゴを食べることや、アメリカザリガニが流れのあまりない止水

域に生息していることがわかりました。そして今年は、止水域に生息する在来種の中で、アメリカザリ

ガニの天敵になりそうな生き物を探し、その在来種がアメリカザリガニの天敵になるのかを調べました。

２.方法  
(1)野外での採取 
文献で調べたことを参考に、野外でアメリカザリガニの天敵になりそうな生き物を探しました。実

施に行った場所は、イジョーバル公園、オクラレルカ畑、受水走水、ハーソー公園、漢那ダム、満

名川の計 6 カ所です。 
(2)室内実験 
野外の計 6 カ所でとれた生き物のなかで、アメリカザリガニの天敵になりそうな在来種は、肉食性

魚類のオオウナギとテンジクカワアナゴ、比較的大型の甲殻類オオヒライソガニとモクズガニでし

た。 
この在来種 4 種を、種類別、大きさ別に分け水槽に入れ、その水槽に大きさ別で分けたアメリカザリ

ガニを入れるとどうなるかを観察しました。 
３.結果  

・アメリカザリガニは、在来種 4 種を食べることはありませんでした。 
・小型のアメリカザリガニは、肉食性魚類のオオウナギとテンジクカワアナゴに食べられ、甲殻類の

オオヒライソガニとモクズガニには食べられませんでした。 
・大型のアメリカザリガニは、どの在来種にも食べられませんでした。 

４.考察  
去年と今年で調べた止水域を、アメリカザリガニのいる場所といない場所に、同じ止水域を、生物が

海と川を行き来できる場所とできない場所に分けてみました。その結果、生物が海と川を行き来できる

場所ではアメリカザリガニはいませんでした。反対に生物が海と川を行き来できない場所にアメリカザ

リガニは生息していました。 
今回の実験では、海と止水域がつながった場所に生息するオオウナギとテンジクカワアナゴが、アメ

リカザリガニの小型個体を食べていました。そのような場所は、オオウナギやテンジクカワアナゴがア

メリカザリガニの天敵となり、増えることが難しいかもしれないと考えました。反対に、生物が海と川

を行き来できない場所では、アメリカザリガニを食べる天敵がいないため、アメリカザリガニが爆発的

に繁殖する可能性があると考えました。 
生物が海と川を行き来できない漢那ダム第二貯水池などの、今はアメリカザリガニがいない場所にそ

れが放されると、天敵がいないためにアメリカザリガニが爆発的に増え、生態系が崩れてしまうかもし

れないと思いました。 
今回の研究から、アメリカザリガニはウシガエルの餌とされるなど見た目ほど強くなく、モクズガニ

などの甲殻類も意外と強くないことが疑問に思いました。なぜ甲殻類が見た目ほど強くないのかを調べ

てみたいと思いました。 
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佳作 
生物 

宜野湾市立嘉数小学校 

奥浜 璃子 

大好きオオゴマダラ パート２ 

１.目的   

２年目の観察では、成虫になるのがとてもむずかしいオオゴマダラを、できるだけたくさ

ん、成虫にするためには、どのような工夫が必要か、観察して調べました。 

２.方法   

できるだけたくさんのオオゴマダラを育てて、一匹ずつ容器に入れて、いつ、どのような

タイミングで死ぬのかを調べました。 

３.結果   

オオゴマダラが死んでしまう原因は、５つありますが、それは、３つに分けることができ

ます。 

１つ目は、無精卵を産むこと、２つ目は、天敵の寄生虫がいること、３つ目は、体が変化

する時に、失敗して死んでしまうことです。 

４.考察   

結果から、どんな工夫をしたら良いか考えました。 

寄生虫は、ホウライカガミの葉に寄生虫の卵がついているので、きれいにふいて、幼虫に

食べさせました。体の変化の時には、あまり、さわらないようにしました。落ちてしまった

さなぎは、糸でぶら下げる工夫をしました。 

ですが、無精卵を産む理由だけは、まだ、調べている段階です。 
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佳作 
生物 

那覇市立城西小学校 

上原 千愛 

２０日ネギの観察～球根の重さと生長の関係～ 

１.目的  

これまで「２０日ネギの観察」をテーマに取り組んできた。３年生の結果から、「球根にはえいよう

がつまっているので、球根の大きさで生長にちがいがあるのではないか？（一つと思っていた球根がい

くつかの小さい球根のかたまりだったため）と仮定し、球根の重さ＝ようぶんの量＝生長量について調

べることを目的とした。 

２.方法  

球根のかたまりを分解すると、８この球根からできていた。重さは２～３ｇで葉の重さを観察する球

根は１ｇと３ｇとした。別の球根の断面を観察すると、うすむらさき色したかべのようなもので囲まれ

た５つの部屋に分かれていて、その部屋の中の芽と思われるうす緑色の丸い部分が１部屋に１つか２つ

観察できた。そのため、分解した球根も生長するといくつかの球根になるだろうと予測した。１～３年

生までと同じように毎日水をかけ、葉の生長量も記録した。途中、台風の影響でプランターを家に移動

して観察した。 

３.結果  

１. １ｇの球根の重さの平均３．２ｇ、生長した球根は２～３こに分解でき１こあたりの葉の数は平

均５．３本であった。 

２．３ｇの球根の重さの平均は１０．４ｇ、１ｇあたり＝１０．４ｇ÷３ｇ＝３．５ｇで１ｇの平均

３．２ｇとほぼ同じであった。生長した球根は、２～３こに分解でき、１こあたりの葉の数は、すべて

３本で平均６．２本であった。 

４.考察  

１．ひとかたまりの球根は小さな球根が集まってできていて、葉が生長するにしたがって周囲の茶色

い皮がふやけて球根はしぼんでいったが、小さく分解した球根は葉が生長すると周囲に茶色くう

すい皮が現れて球根は大きくなって生長している。 

２．生長した１ｇの球根と３ｇの球根の重さは、１ｇあたりではほぼ同じで球根の重さと生長量は比

例する。 

３．重さ１ｇの球根は２～３この球根に、３ｇは３この球根になった。このことから、球根の断面を

観察した時に仮定したとおり、「芽と思われる部分は生長したら芽になり葉が育つ」ことが証明

された。 

４．２０日ネギは、ひとかたまりの球根を植えるよりも小さい球根に分解して植えた方が生長量が大

きく、収穫できる２０日ネギの量は３倍以上多く効率的である。 

５．２０日ネギの収穫のタイミングは、小さい球根のネギは早めに収穫し、大きい球根の根はなるべ

く大きく育てて利用した方が食べ物の大切さや地球環境問題のためにも良いと思われる 
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佳作 
生物 

那覇市立天久小学校 

美差 青空 

昆虫の足の数の秘密 

１.目的  

昆虫の足の数が６本の理由を見つける。 

２.方法  

【観察１】 新都心公園にいる昆虫の足のつき方を観察して、そのとくちょうを比べる。 

【実験１】 昆虫の足の数とからだの安定性との関係性について調べる。 

【実験２】 昆虫の足の数と素早く動けるか（移動時間）どうかについての 

関係性を調べる。 

３.結果  

【観察１】 

新都心公園でつかまえた５種類の昆虫のうち、３種類の昆虫の足は６本あり、２種類の昆虫の足は４

本あるように見えた。しかし、よく調べ観察してみると、足が４本あるように見えた昆虫の足は、６本

のうち２本退化していた。 

 

【実験１】 

模型をつくり、足の数とからだとの安定性を比べてみると、足の数が多い方が、からだを安定させる

のに適していた。 

 

【実験２】 

足の数が少ない方が素早く動けるが、移動している昆虫のからだを支える数として３本の足が必要で

あった。 

４.考察   

実験１の結果から、足の数が４本だと立つことがむずかしく、足の数が８本の方が安定していること

がわかった。その理由として、足はむねからはえていて、はらが重いとからだの前と後ろの重さが安定

していないからだと考えられる。 

実験２では、移動中の昆虫の足が地面についているのは、観察の様子から３本であった。この足の数

はトラス構造になっていて、右と左のバランスを安定して支えることができる一番少ない数だと思われ

る。 

足の数は多い方が安定しているが、素早く移動するときには（３本の足で移動していることから）足

の数が少ない方が適していることがわかる。 

 これらのことから、昆虫の足の数は６本が適していると考えられる。その理由として、頭、むね、

はらを支える安定さと、移動するのに左右のバランスがとれることが理由ではないかと考える。 
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佳作 
生物 

本部町立伊豆味小学校 

豊里 希礼       松田 空輝     福原 鉄生 

セミプロジェクト～夏はいつから？セミの鳴き声をたよりに～ 

１.目的   

4 年生の理科「夏の生き物」の学習で、沖縄気象台では、セミの鳴き声を調べて季節の遅れや進み具

合をしる手がかりとしていることを学習した。そのため、セミの鳴き初めを調べれば、夏がいつから始

まるのかがわかるのではと考えた。また、地域による違いがある沖縄本島の他の学校にも協力してもら

い、セミの鳴き始めを調べ、夏の始まりがいつなのかを明らかにすることにした。 

２.方法  

沖縄本島の学校 6 校（奥小学校、東小学校、中川小学校、島袋小学校、大名小学校、高嶺小学校）で、

セミが初めて鳴いた日とセミの種類（名前）を調査しもらい、伊豆味の調査結果を比較する。 

３.結果  

（１）クロイワニイニイ（ニイニイゼミ）が１番早く鳴き初めたのは、糸満市の高嶺小学校で、１番

遅かったのは国頭村の奥小学校だった。 

（２）クマゼミが１番早く鳴き初めたのは、那覇市の大名小学校で、１番遅かったのは、国頭村の奥

小学校と伊豆味小学校だった。 

（３）リュウキュウアズラゼミが１番早く鳴き初めたのは、糸満市の高嶺小学校で、１番遅かったの

は、金武町の中川小学校だった。 

（４）セミの種類が１多いのは、北部の学校で、９月には、クマゼミ、リュウキュウアブラゼミ、オ

オシマゼミ、クロイワツクツクの４種類のセミの鳴き声を聞くことができる。 

４.考察  

（１）クロイワニイニイ（ニイニイゼミ）とクマゼミ、リュウキュウアブラゼミの鳴き声をもとにす

ると伊豆味の夏の始まりは、６月初めから中旬ごろだと考えられる。 

（２）夏の始まりは、場所によって鳴く時期が違っていて、沖縄本島では、おおよそ南から北へとう

つっていく。早く鳴き始めるセミもいることがわかった。 

（３）私たちが住んでいる沖縄本島北部では、中部や南部には、いないセミが鳴いており、全部で５

種類のセミが鳴いている。９月には、４種類のセミの鳴き声を聞くことができる。 

（４）私達が住んでいる伊豆味と離れた場所にある奥小学校を比べると、セミの鳴き初めがどのセミ

も同じ時期だった。どうして、はなれたおく小学校と伊豆味で鳴き始めが同じなのか、疑問に

思った。 
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佳作 
生物 

沖縄カトリック小学校 

富濱 彩桜 

ふしぎなはっぱ ペコリちゃんのひみつ 

１.目的   

幼稚園生の頃から祖父の家にあるオジギソウで遊んでいた。触ると閉じる様子がとても面白くて不思

議に思っていた。「自由研究」にも憧れていたので、小学生になってオジギソウについて調べたいと思っ

た。 

２.方法   

オジギソウを種から育てて、その様子を観察する。成長したオジギソウで葉っぱが閉じる様子や時間、

また開くまでの時間、開く様子、どのような刺激で閉じるのか、オジギソウが起きる時間、眠る時間、

どうして閉じたり開いたりするのか、花から種になる様子について等、不思議に思っていることについ

て調べる。 

３.結果    

オジギソウは、どこを触っても閉じる。触ってから閉じるまでは、パッと一瞬で閉じるが、開くとき

は、ゆっくり開く。熱いものを近づけると一瞬で閉じる。氷を近づけても閉じなかったが、ドライアイ

スだと閉じた。霧吹き等で優しく水をかけると閉じないが、ジョウロや雨降りだと閉じる。閉じた葉っ

ぱが開くまでの時間は遅く、同じ葉っぱで何度も開いたり閉じたりさせると、開く時間がだんだんと遅

くなる。オジギソウが閉じたり開いたりするのは、主葉枕にある液体が移動するから。 オジギソウは

1 日の約半分を寝て過ごしている。一つの花から多くの種が取れる。また、花が咲いている時間は 1 日

もなく、朝咲くと夕方には萎れている。 

 

４.考察    

大好きなオジギソウを種から育て、成長する様子を毎日、丁寧に観察することが出来た。観察する中

で、様々な疑問が生まれ、その疑問を解決するためにたくさんの実験を行った。どうしてオジギソウの

葉っぱが開いたり閉じたりするのか、という一番の疑問については、要枕に秘密があることがわかった。

次は要枕内の様子を観察したい。 

幼稚園の頃から、夏休みになると楽しそうに自由研究に取り組む姉と兄を見ていて、羨ましく思って

いた。小学生になったので、ようやく憧れの自由研究を行うことが出来て、とても嬉しかった。いろい

ろな不思議を実験や観察を通して解決出来たが、まだまだ調べたいことがたくさんあるので、これから

も継続して調べたいと思う。 
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佳作 
生物 

浦添市立前田小学校 

玉城 野々花 

玉城野々花の野の花図鑑パート６ （地球温暖化と植物編） 

１.目的  

○これまで自分の名前にちなんで、身の回りの野の花について、1 年生から「草花の種類、種、葉、

花冠」など様々な疑問について６年間調査・研究を重ねてきた。その中で分かったことの一つに「植物

は，環境によってからだのつくりや働きを工夫して生きている」ということがあります。そして今回は、

祖父が６０年前に作った植物標本を見つけたので，地球温暖化による植物のからだのつくりの変化や地

球温暖化と植物の関係などについて，予想に基づき観察、採集、調査、実験を通して考えた。 

２.方法  

①採集・・ア６０年前の標本と同じ植物を採集する。 

     イ平均気温（南北，高低）がちがう地点の同じ植物を採集する 

②観察・・温室と外でインゲンを育てて生長のちがいを観察する。 

③調査・・ア採集した植物の葉の面積の大きさを比べる。 

イ植物の生えているところと生えてないところの気温調べ 

ウ平均気温のちがう場所の植物の気孔の数調べ。 

③実験・・CO2 を充満させた植物入り容器と入っていない容器に光を当てて数時間後に CO2 の量を

調べる。 

３.結果  

①1958 年と 2019 年の植物の葉の面積は 2019 年の方が大きい。 

②北と南の植物の葉の面積に違いは見られなかった。 

③平均気温のちがう標高の高い場所と低い場所では，低い場所の方が葉の面積が大きい。 

④平均気温の高い場所の植物ほど気孔の数が多い。 

⑤植物が生えている所の気温や地面の温度が低い 

⑥植物を入れた容器の CO2 は減り，植物が入ってない容器の CO2 は変化しなかった。 

４.考察  

○今回の研究結果から次のようなことが考えられる。 

・６０年前と現在では，平均気温が高くなっているため植物は葉の面積を大きくし蒸散などを活発に

行えるようにからだのつくりを工夫している。 

・平均気温の高い所と低い所の植物では、平均気温の高い所の植物の方が葉の面積を大きくし、蒸散

などが活発に行えるようにからだのつくりを工夫している。 

・植物には CO2 を減らすはたらきがある。 

・植物は地球温暖化にからだのつくりを工夫させながら生きている。 

・地球温暖化対策として、沖縄の植物や森林はとても役立っている。
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佳作 
生物 

沖縄市立山内小学校 

新垣 芽音佳 

沖縄市総合運動公園に見られるチョウ類の研究パートⅡ  

～チョウ類の種類・数の割合・分布・比較～ 

１.目的  
昨年から沖縄市総合運動公園では、アリーナ建設工事のための整備が行われ、森が一か所無く

なり、また、公園の管理のために花や草などが刈られている現状がある。 
沖縄市総合運動公園で見られる蝶の種類と数・分布およびその食草の種類と分布を調べ、一昨

年前に調べた結果と比較し、アリーナ建設工事や公園管理の草刈りがどのような影響を与えてい

るかを明らかにする。 
２.方法  

異なる 5 日間の調査日に、沖縄市総合運動公園のジョギングコース(2 ㎞)を歩きながら、左右(約
15ｍ)で見られる蝶の種類と数、およびその食草の種類と分布を調べ、表およびグラフを作成し数

の多い 3 種と分布状況を明らかにする。また、一昨年前に沖縄市総合運動公園で調べた結果と比

較する。 
３.結果  

沖縄市総合運動公園で調査した 5 日間に見られた蝶の種類は 10 種類で、シジミチョウ、ツマグ

ロヒョウモン、シロオビアゲハの順に多く、調査日ごとの数もそれぞれ上位を占めていた。また 3
種類ともテニスコート付近や体育館近くの林の場所で多く見られた。 
シジミチョウ、ツマグロヒョウモン、シロオビアゲハの成虫の食草を調べるとアメリカハマグ

ルマ、センダングサ、シロツメクサ、オニタビラコであることが分った。 
一昨年前に多く見られたシジミチョウ、アオタテハモドキ、ツマグロヒョウモンの 3 種類の幼

虫の食草カタバミ、オオバコ、スミレの現在の分布を調べ、一昨年前と比較したところ、分布状

況はほとんど変わっていないが、公園管理の草刈りでたくさん刈られていることが分った。 
一昨年前の沖縄市総合運動公園の調査結果との比較では、見られた蝶の種類は 10 種類で全く同

じ種類であったが、見られた蝶の数は今年が 438 匹（5 日間）、一昨年前が 334 匹（6 日間）で調

査日が少ないにも関わらず今年が多かった。数の多い種類はシジミチョウとツマグロヒョウモン

は共通していたが、今年はアオタテハモドキの数が非常に少なくなっていることが分った。 
４.考察  

沖縄市総合運動公園で見られた蝶の種類は 10 種類で全く同じ種類であることが確認できた。蝶

の数が一昨年前に比べ今年が多かった理由は、蝶の数が増えたのではなく、アリーナ建設工事で

森が減少し、また公園管理で食草が刈り取られた結果、蝶が食草を求めて活発に活動したため、

調査中に同じ蝶を確認する機会が増えたためだと思われる。 
今年、アオタテハモドキの数が少なくなった原因は、詳しく分らないが幼虫もしくは成虫の食

草が多く刈り取られたことが影響していると考える。 
今回の研究で蝶の成虫・幼虫の食草が減少している現状が確認できたため、今後どのように蝶

を保護していくかが大きな課題である。 
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佳作 
地学 

北中城村立北中城小学校 

後藤 さわみこ 

水路を通した「浸食・運搬・たい積」作用の研究 

１.目的  
自宅前の水路（側溝）の「せき」に落ち葉や砂が流れて溜まっているのを毎日見て、どこからど

のようにして流れてくるのか、また、浸食が長年進めば地形が変わってしまうのではないだろうか、

気になり研究を始めた。 
２.方法  

１、水路にある 2 か所の「せき」に運搬物を毎日調べ、「せき」ごとに内容と重さを調べる。（浸

食・運搬・たい積） 
２、水路別の水量と速さと天候による変化を調べる。（たい積量） 
３、水質調査（たい積への影響） 
４、水路にすむ生きものや行きかう生きものを調べる。（生態系） 
５、水路流域の生態系とたい積物の関係（浸食） 

３.結果  
１、水路の「せき」には落ち葉、土、砂、小石（石灰岩）、生きもの、生きものの死がいなどが

運ばれていた。 
２、雨天以外は湧水地・タチガーの地下水が流れているため、石灰岩のかけらが多かった。 
３、水路内の水質調査をしたら全硬度が 200 以上、ｐＨは 7.5～8.0 の弱アルカリ性を示した。

（上流に大きな浸食か所は見当たらなかった） 
４、雨天時や雨天後は落ち葉が多いが、天候に関係なく石灰岩のかけらが運ばれていた。 
５、湧水地の吹き出し口からも石灰岩のかけらが出てきていた。 
６、水路１と水路２で水路底のたい積物の厚みを測ったら、水路１の方が厚かった。 

４.考察  
１、地形が昔から変わっていないのは、水路の流域の植生（イヌビワ、ハゼ、オオバギなどの落葉樹

が多く自生していてその落葉が長い時間をかけてふよう土になっている可能性がある。 

２、植生のなかにはオオイタビやシダ類があり、浸食作用をさまたげている。 

３、「せき」に運搬されるものの中にはカタツムリの殻が大量にあったことや、水質調査で全硬度が

200 以上を示したことから、地上の生態系や雨が琉球石灰岩を浸透し湧き出た水であるため、石

灰分のたい積物が多い。 

４、水の流れがゆるやかな水路１と早い水路２との比較で、底にたい積した石灰質の厚みは水路１の

方が厚かったことから、たい積をうながすにはこう配をゆるやかにした方がいい。逆の目的なら

急こう配にする。 

５、調査途中でカニやエビ、カエルやアヤヨシノボリなどの生きものと出会い、水のように高いとこ

ろから低いところへ流れる重力のはたらきとは逆に下から上に動く生きものの作用に気付いた。

（他に種や死がいなど） 

６、水路の周りでは生産・消費・分解という横の循環がある一方、水や物には縦の循環がある。浸食・

運搬・たい積の正常な作用が繰り返されるためには野生動植物の保護と人工的な開発を抑えるこ

とが大切だと思う。

－329－



 
 

佳作 
地学 

那覇市立曙小学校 

玉井 大喜 

竜巻のふしぎ～自然な風の流れで竜巻は再現できるのか～ 

１.目的  

昨年の研究により、温帯低気圧にできる寒冷前線のあたりには反時計回りの渦ができやすい場所があ

ることが分かった。 

今年の研究では、その反時計回りの渦の上に寒冷前線の上にできる積乱雲を想定した上昇気流を作る

ことで、竜巻が再現できるのかを実験し、それによって自然な風の流れで竜巻が再現できるのか確認す

ることを目的とする。 

２.方法  

昨年作成した温帯低気圧再現装置を利用して、実験装置の上に上昇気流を作るための扇風機をセット

できるような実験装置を製作する。 

実験装置で再現した温帯低気圧の上を６つの場所に分割しそれぞれの場所に扇風機で上昇気流を作っ

て、その下に竜巻ができるのかを観察した。 

３.結果  

温帯低気圧再現装置で反時計回りの渦ができやすかった場所の上に扇風機で上昇気流を作った時に反

時計回りの竜巻ができた。 

竜巻は、同じ場所に止まって回転し続けるわけではなく、上昇気流の範囲内で少し移動をする様子が

観察できた。 

竜巻は常にできているわけではなく、できたり消えたりした。 

温帯低気圧再現装置で反時計回りの渦ができやすい場所以外の場所に扇風機で上昇気流を作っても竜

巻はできなかった。 

４.考察  

温帯低気圧にできる寒冷前線のあたりには、反時計回りの渦ができやすい場所があり、その真上に上

昇気流を作ったら竜巻ができることが分かった。 

この実験で、温帯低気圧の寒冷前線のあたりの空気の流れに反時計回りの渦ができた時に真上の積乱

雲に上昇気流が発生していると竜巻ができることが分かった。 

この実験により、温帯低気圧の寒冷前線の周りの風の流れ、積乱雲の上昇気流など、自然な風の流れ

を作って竜巻は再現することができた。 

再現した竜巻は反時計回りの竜巻になった。 

これまでの実験により、温帯低気圧の寒冷前線あたりにできる竜巻は温帯低気圧の風の流れにより、

反時計回りの竜巻ができやすいことが分かった。 

竜巻ができやすい場所は、温帯低気圧の寒冷前線あたりだけではなく、台風の近くやスーパーセルの

近くでもできるので、台風やスーパーセルでの空気の流れを実験し、竜巻を再現することで、全ての竜

巻について反時計回りの竜巻ができやすくなる理由を解明したい。
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佳作 
地学 

沖縄カトリック小学校 

白方 颯 

海辺のマイクロプラスチックを探せ！ 

１.目的  

ビーチクリーンや海の観察会に参加する中で、海岸に打ち上げられるプラスチックごみの多さに

驚いた。人間が捨てるごみで多くの海の生き物が苦しんでいることを知り悲しくなった。沖縄本島

の海辺にどれくらいのマイクロプラスチックがあるのか調べて、多くに人にマイクロプラスチック

の問題を知ってほしいと思った。 

２.方法  

県内 10 か所（東海岸、西海岸それぞれ５か所）の砂浜を調査対象とし、汀線からの距離で４段

階に分け、各段階ごとに人工物を６種類に分類した上で、それぞれどんな種類のマイクロプラスチッ

クがあるかを調査した。 

３.結果  

1.安田小学校裏の海岸（国頭村・東海岸） ：306,592 個 

2.アンチ浜（本部町・西海岸）       ：165,968 個 

3.中城モール裏のビーチ（中城村・東海岸）： 68,832 個 

4.平南橋の下（大宜味村・西海岸）    ： 41,600 個 

5.新原ビーチ（南城市・東海岸）     ： 30,080 個 

6.漢那ビーチ（宜野座村・東海岸）    ： 27,648 個 

7.古宇利ビーチ（今帰仁村・西海岸）   ： 26,496 個 

8.北名城ビーチ（糸満市・西海岸）    ： 19,200 個 

9.ムルク浜ビーチ（うるま市・東海岸）  ： 13,760 個 

10.もめんばるビーチ（読谷村・西海岸） ：  8,080 個 

４.考察  

・沖縄本島に流れ着くマイクロプラスチックの数は、人口の多い中国から黒潮にのって西海岸に

多いと予想していたが、実際に調べてみると、東海岸（太平洋側）に 446,912 個、西海岸（東シ

ナ海側）に 261,344 個で東海岸（太平洋側）が多かった。これは、沖縄本島で冬に継続的に東北

向きの季節風が吹いて太平洋側にただようプラスチックごみが東海岸に流れ着いていると考えます。 

・汀線より海側のものは波の打ち返しで海辺に残らず、汀線より陸側のものは波で打ち上げられ

たプラスチックごみがそのまま残り続けてし外線でれっかして崩れたものが多いと考えます。海辺

にあるプラスチックごみをひろうこと、使い捨てのプラスチックをへらすことが大切になっていま

す。 
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佳作 
物理 

宮古島市立久松中学校 

玉城 早理 

形の違いによる日光によるものの温まり方について 

１.目的  

屋根の下の暑さを調べるには、日光が直接あたる屋根の温まり方が重要だと考えた。そこで、

大きさや形を変えて、日光による温まり方に違いがあるか調べる。 

２.方法  

屋根の代わりに、プラスチック段ボール板を使う。 

１，1 辺の長さが、５㎝、10 ㎝、20 ㎝、40 ㎝、80 ㎝の５種類の正方形の板を準備する。 

その板を太陽がほぼ真上にある 12～14 時頃に当て、上昇温度を測定する。 

２，板を組み合わせ、面積を同じにし温度上昇を板の上面と下面を測定する。(1 辺 40 ㎝） 

３.結果  

１，５分毎に測定した温度は、全ての時間において、一辺の長さが短いほど温まりにくい。 

 

２，日光があたる上面の温度は、大きい板 1 枚よりも、小さい板を組み合わせたものの方が、

温まりにくい。 

 下面の板の温度は、板の大きさに大きな差異はない。 

４.考察  

１、同じ時間、日光に当てても、大きい板よりも小さい板の方が、温度が温まりにくいのは、

小さい板ほど、温まった熱を逃がしやすいと考えられる。 

 

２、板を組み合わせて、面積を同じにした場合、大きい板 1 枚よりも、小さい板を組み合わせ

たほうが温度が、温まりにくいのは、小さい板ほど、温まった熱を逃がしやすいと考えら

れる。 

 

よって１，２を屋根に置き換えた場合は、屋根の形を 1 枚の大きな板等にするのではなく、

小さい板等を組み合わせた形にする方が良く、屋根の下や家の中の温度も上がりにくくなると

考える。 

今後は、もっと詳しく調べるために、朝から夕方までの長い時間の観測ができれば、家の中

の温度変化を調べることができると思う。 

そして、実際に家を建築するときの参考にして行きたい。 
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佳作 
物理 

国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校 

李 健仁    李 勉仁 

 放射性物質の α 線に関する研究  
１.目的   

放射線について勉強している際にα線はエネルギーが高いが紙でも通れないほど透過率が低
いことが分かった。この事から、放射性物質の内部は外部とは違い、空気がなく物質（紙では
ない）も違うため内部でも同じようにα線が外まで透過できず内部にとどまっているのか（疑
問１）、α線のエネルギーはほかの放射線と比べ非常に高く熱エネルギーに変換されるのか（疑
問２）という疑問が生まれ、この疑問を解決しようとチャレンジした。 

２.方法  
まず、疑問１を解決するために霧箱を作り、真ん中にラジウムボールを置き５分間で出るα

線の本数を記録する。この操作をボールの向きを変えて６回行いその平均値を算出する。    

次にこのラジウムボールをハンマーで砕き、同じような操作を行う。そして、それぞれの結

果を分析比較する。次に、疑問２を解決するために魔法瓶の中にラジウムボールを入れ、18 時

間後の温度変化を記録し、その結果を分析比較する。 

３.結果  
実験１から球状の時のα線の回数の平均値は５分間で４７回（ 大４９回、 小４６回）、破

片にしたときのα線の回数の平均値は５分間で６９回（ 大９０回 小４５回）だった。破片
にしたときのα線の回数の平均値は球状の時のα線の回数の平均値の１，４７倍だった。 

実験２からラジウムボールが入っていない保温容器（A）は１８時間後 27.92℃（１０回の
平均）ラジウムボールの入った保温容器（B）は 28.04℃（１０回の平均）だった。保温容器 A
と保温容器 B の平均温度差は 0.1℃とほとんどなかった。 
（偶然の発見）観察、記録しているときに２つのα線が偶然に飛び交う瞬間が観察された。 
飛跡の一本は連続した線でもう一本は交差した所で途切れていた。途切れていた長さは 5.1mm
だった。 

４.考察  
実験１から破片の時のほうが球状の時よりもα線が 1.47 倍多く出ていたことから、表面から

しかでなくて、表面積が大きくなった分、比較的多くのα線が出たと考えられる。 
しかし、破片の時の表面積は正確には分からなかったが、もし、球体を４等分すると表面積

は球体の時の 1.5 倍になりα線の出る回数も 1.5 倍になる。 
だが今回の破片の時の表面積は４等分よりはるかに大きいはずで、α線の出る回数も 1.5 倍よ

り大きくなるはずであるが、実際は１．４７倍しかなかったため、ラジウムボールの内部から
も一部のα線が出ていたのではないかのではないかと考えられる。 
実験２からラジウムボールが入っていない保温容器とラジウムボールの入った保温容器の平

均温度差は 0.1℃とほとんどなかったことからα線による発熱が極微量だったからだと考えられ
る。偶然の発見の、途切れていたのは、１本目のα線によってその周りの空気が凝結し、そこ
に２本目のα線が通り凝結した所には飛跡ができなかったため途切れていたと考えられる。 
そして途切れていた長さの５．１mm は、一本目のα線によって電離した範囲の長さを示して

いると考えられる。今回の実験では破片に時の正確な結果がわからなかったため、今後、破片
のときの面積がわかるように工夫したい。 
そして、実験２でα線による発熱がごく微量で、温度変化が確認されなかったため、次回、

α線一本のエネルギーから、発熱温度などを計算してみたい。 
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佳作 
物理 

石垣市立石垣第二中学校 

岡部 壮良 

モデルロケット打ち上げ実験その３  

～小型模擬人工衛星の放出とデータ収集～ 
１.目的  

「小惑星探査機はやぶさ」が地球に帰還する様子を見て感動し、自分で作った「はやぶさ」(模擬

人工衛星)で、各種データを収集・解析することを目標に研究を始めた。「モデルロケット打ち上げ実

験その１」で重心位置がロケットの飛行にどのような影響を及ぼすのか検証したが、ロケットの高度

や軌道を目視で測るのは難しく正確なデータを得ることができなかった。 

そこで「モデルロケット打ち上げ実験その２」は市販のセンサーを搭載し検証した。その結果、模

擬人工衛星を高い飛行高度と安定した飛行姿勢で放出する為に必要なロケットの条件は、重心が前後

に偏っていないもの、フィンの形状が標準か台形のものであることがわかった。今回はこれまでの実

験結果を踏まえ大型化したロケットと出力を上げたエンジンを使用し、より安全に打ち上げ実験を行

う。 

この研究の 終目標である測定器付き小型模擬人工衛星を自作し、ロケットに搭載する。上空でデ

ータを収集し測定値の解析を行う。 

２.方法  
マイコンボード（Raspberry Pi Zero）に温湿度・気圧センサーとビーコンブザー、カメラを搭載す

る。Python 言語を用いて、各機器の制御および測定値の記録を行うプログラムを設計し、小型模擬

人工衛星を作製する。これをモデルロケットやドローンに搭載し、上空でデータを収集し回収する。 

３.結果  
耐久実験と動作確認：実験①冷蔵庫内に入れる  

実験②建物 3 階から落下（高度約 10m）  

実験③ドローンで上昇下降（高度約 150m） 

高所落下に耐え気温の違う環境でも（約 10℃～約 35℃）センサーは正常に稼働しデータを記録で

きた。 

ロケット打ち上げ：実験④モデルロケットに搭載・放出し、データを収集 

ドローン、ロケットでの測定値では、気圧・気温は高度が上昇するにつれ下がった。湿度は高度が

上昇するとロケットでは下がり、ドローンでは上がった。 

４.考察  
収集した測定値を可視化しグラフを分析する。ドローン、ロケット搭載時の上昇時と下降時の気

圧・気温・湿度の変化を、高度を軸にして比較し考察する。 

【気圧】ドローン、ロケットともに高度が上がるにつれ低くなり、上昇・下降とも同様に変化した。 

【気温】ドローン、ロケットともには高度が上がるにつれ低くなり、若干の差がでたが上昇・下降

とも同様に変化。ただ、ロケット２回目の打ち上げ時は、上昇時は高度が上がるにつれ低

くなり、下降時は高度が下がると気温は下がり予想外だった。 

【湿度】ドローンの高度が上がるにつれ湿度は上がり、高度の上下から少し遅れて同じように変化

し予想外だった。ロケットは高度が上がるにつれ低くなり、上昇・下降とも同様に変化し

た。150m ほどの高度でも気圧、気温が変化することが自作した測定器で実証できた。 

予想と違う結果については、実験日や場所（ドローンは海側、ロケットは山側）、気象条件などの

実験環境が違ったためと思われる。条件を揃え実験数を増やし検証していきたい。今後の展望は、ロ

ケットや小型模擬人工衛星の改良を進め、センサーを増やしデータを解析するリモートセンシングを

目指す。  
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佳作 
物理 

那覇市立松島中学校 

前花 和太郎 

なぜ入る？３P シュートの秘密 

１.目的  

沖縄県代表として出場した九州中学校バスケットボール競技大会。試合は相手の高確率の３P

シュートでじわじわと離され、惜しくも敗れてしまった。 

 敗戦は悔しかったが、相手の３P シュートの確立の高さにはびっくりした。 

そこで、３P シュートの入りやすい条件について調べることにした。 

・３P シュートはどの角度で打てばよいか。 

・ボールにどんな回転を加えれば３P シュートが入るようになるのか。 

・どのように投げればボールは真っ直ぐに進むのか。 

２.方法  

実験１ ３P シュートはどの角度で打てばよいのか。 

実験２ ボールのスピンとボールの軌道の関係について調べる。 

３.結果  

実験１ 打ち出す角度を 30°，40°，45°と変えて実験を行った結果、角度を大きくするほ

ど３P シュートは入りやすい。（しかし、実際は３P シュートラインから 45°以上の

角度で打つのは難しい） 

実験２ 無回転ボールより回転しているボールの方が安定して真っ直ぐに飛ぶ。 

    横回転ボールよりフロントスピン、バックスピンの方が安定して真っ直ぐにとぶ。

このことより、横回転より縦回転の方が安定する。 

４.考察  

①予想では、スピンをかけることで、ボードに当たった後のボールがゴールしやすいと考え

ていたが、45°のときのシュートの入り方から、スピンとボードに当たった時のボールの

動きはあまり関係が無いと考えた。 

では、どうして「スピンをかけた方がシュートが入りやすい」といわれているのだろう

か。スピンをかけることでボールが左右にぶれずに真っ直ぐに飛ばすことができるのでは

ないかと考えて、実験 2 で確かめた。 

②実験装置を工夫し、無回転,横回転,フロントスピン,バックスピンで確かめると横回転よりも

フロントスピンとバックスピンの方が安定して飛ぶ。 

 フロントスピンとバックスピンはどちらも縦回転と考えられるので横回転よりも縦回転の

方が安定する。 

  対戦相手の選手のシュートは、斜め回転しているように見えたが、真っ直ぐに良く飛 

んで入っていた。３P シュートでボールに回転を加える目的は 

 ボールを真っ直ぐに投げることのためだと考えた。 

③スピンを加えることで,真っ直ぐに投げられれば,スピンの種類にはあまり関係がないと考

える。 
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佳作 
物理 

沖縄カトリック中学校 

河野 瑠導 

汎用浅深度自律型水中探査機の研究と開発 

１.目的  

近年開発されている水中探査機は深い水域を探査し映像撮影など一つの目的に絞られたもの

が多い。それに対し本研究では河川やサンゴ礁沿岸部などの浅い水域を航空写真よりも細かく、

既存の ROV や AUV、水中グライダーと比べ、より効率的に広範囲を自律航行で調査できる低コ

ストでコンパクトな水中探査機と運用システムを開発する。 

今年度は、翼配置等の機体構造を考案する為のデータ収集を目的に実験を行った。 

２.方法  

小型実験機を用いて水中での翼による上下方向の制御と、翼の枚数、配置の違いによる挙動

の違いや特性を、水中カメラで撮影して観測する。 

小型実験機の翼の角度は上向き、水平、下向き(小)、下向き(大)の 4 種類を観測し、翼の枚数

は 2 枚 1 対の翼、2 対の翼、2 対で前が大きい翼、2 対で後が大きい翼の 4 種類それぞれで上記

の 4 つの角度を観測する。観測を基にそれぞれの考察を行い、適した機体構造を考案する為の

データとする。 

３.結果  

翼は１対のシンプルな機体構造の方が制御しやすいが、機体が前後に回転してしまう。翼が 2

対の場合も機体は後ろに回転してしまった他、1 対のタイプに比べて翼を上に向けた時に上昇し

づらく、前進せずにそのまま沈んでゆくといった現象が起きた。翼が 2 対で前の翼が大きい場

合、翼を水平にしても機首を上げてしまう他、下降時も翼が水平になろうとする方向に機体が

傾いてしまう現象が起きた。 

翼が 2 対で前の翼が後の翼より大きい場合は翼をどの角度にしても安定させるのが難しいと

分かった。 2 対の翼であっても後の翼が前の翼より大きい場合、他の 2 対と同様に上昇は難し

いものの機体の安定性が非常に良く、また前後の安定性も、他の 3 つの翼のタイプと比べ非常

に良かった。重心軸と推力の中心軸は機体の中心を通った方が良かった。 

４.考察  

翼が 2 対で後が大きいタイプが安定したのは、波等の影響で機首が上がった際、後の翼が大

きいと機体後方に大きな浮き上がる力が発生する為、風見鶏の様な状態になり安定したと考え

られる。しかし後が大きいタイプも含め翼が 2 対あるタイプはいずれも上昇が出来なかった。

この理由としては、前進した際に前後翼それぞれに加わる抵抗に加え、前翼によって引き寄せ

られた水流が後翼の抵抗を増し、結果として全体の翼面積は 1 対の物と同じでも抵抗が増して

いる事が考えられる。 

今回の結果から、水中で翼を用いて制御する時に効果的な翼配置、制御方法として、機体の

中心付近に大きな上下用の翼を配置しそれを用いて上下を制御しつつ、機首に配置された小さ

な翼(先尾翼)によって前後のバランスを取り、推進機をなるべく中心に配置することで重心を機

体の中心に取るという構造が良いと考えた。 

また今回の結果から、水中で翼を用いて制御を行う事は可能であると考え、水中での制御に

関する 低限のデータを得ることは出来たため、ここまでの結果を基に今後は遠隔操作の実験

機を製作するという方針が決まった。 
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佳作 
化学 

那覇市立首里中学校 

石川 智之典 

再生紙の強度調べ ～のりを加えての実験～ 

１.目的  

古紙から、作り方を工夫し再生紙を作り、乾いた再生紙の上に重りを乗せ、再生紙の強度を

比べる。作り方の工夫としては、再生紙を作る時にのりの量を加減することによって再生紙の

強度を比べる事にした。 

また、強度から再生紙の用途について考察する。 

２.方法  

牛乳パックとダンボールを砕いてドロドロにした。 

網ですくって、再生紙を作った。その時に加えるのりの量を変えて再生紙を作った。 

その再生紙に重りをのせて強度を調べた。 

３.結果  

牛乳パック再生紙では、のり１０ｍｌで１０円玉の平均は 6.3 枚であったが、のり 50ｍｌで

は 35.0 枚となり、約 5.5 倍となった。 

また、ダンボール再生紙では、のり１０ｍｌで１０円玉の平均が 48.0 枚であったが、のり５

０ｍｌでは 271.3 枚となり、約 5.6 倍の強度になった。 

牛乳パック再生紙はダンボール再生紙より強度は弱いが牛乳パック再生紙のり７５ｍｌの強

度は 46.7 枚になった。 

４.考察  

私は、再生紙の強度（重さに対しての強さ）を調べるために、今回は加えるのりの量を加減

することに焦点をあてて、再生紙作りを行った。のりは再生紙を作る上で紙の粒子のつなぎ役

になっていて、のりの量が再生紙の強度に影響を与えることが分かった。 

再生紙の用途を考えてみると、牛乳パック再生紙でのりが少ない紙はティッシュやトイレッ

トペーパーなどやわらかい紙に利用できると考えられる。また、ダンボール再生紙でのりが多

い紙は硬さがあるのでダンボールや壁板などに利用できると考えられる。 

色々な種類の紙（牛乳パック、新聞紙、チラシ、ダンボール）とのりの量の組み合わせで、

強度の違う再生紙を作ることができると考えるので、多様な再生紙作りの工夫になるのではな

いかと考えられる。 
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佳作 
化学 

国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校 

中村 青空 

より安定して高い電圧を発生する Na 水溶液はどれか！ 

１.目的  

今回の研究では、ナトリウムが、本当に安定した発電に関係しているのか、またナトリウム

の化合物(以下、Na 化合物)の中でもより高い電圧を示す化合物は何かという事を調べたいと思

いました。そこで、高い電圧がより安定して生じる化学電池を作るための水溶液は何かを調べ

ることを目的として、この研究を進めました。 

２.方法  

①300ml ビーカーに 5％水溶液を 200ml 入れて、それに銅板と亜鉛板を水面から 5 ㎝ 

の深さまで差し込む。その際、銅板と亜鉛板は、接触しないようにする。 

②ビーカーに入れた銅板と亜鉛板を、電圧計、スイッチと導線でつなぎ、直列回路を  作

る。 

③電気がつくられる時の電圧の発生の特徴を、つなげた瞬間、10 秒後、30 秒後、1 分後、２

分後、３分後、４分後、5 分後と各時間で調べる。 

④①～③の手順を各水溶液で 5 回繰り返します。 

３.結果  

(1)Na 化合物の水溶液は、安定して一定の値で発電できる。 

(2)濃度を変えても発生する電圧が変わらない水溶液(NaCl 水溶液・NaOH 水溶液)と、濃度が高

くなると発生する電圧が低くなる水溶液(NaBr 水溶液・NaI 水溶液)に分けられる。電圧が低

くなる水溶液では、電極の表面に物質が付着していた。 

(3)水酸化物と化合している金属のイオン化傾向と発電量に関係があり、さらに安定している。 

(4)一番安定して高い電圧を生じていたのは、水酸化バリウム水溶液であった。 

４.考察  

今回の研究では、この研究の目的である「高い電圧がより安定して生じる化学電池を作るた

めの水溶液は何かを調べる。」という事について、先ず、水酸化物水溶液が安定していること、

さらに金属のイオン化傾向に従って発電量が変わることが分かりました。また、水溶液の濃度

と発生する電圧には関係性は見られませんでした。 

以上のことから、 

①「水酸化バリウム水溶液が安定して高い電圧を出せる」 

➁「発生する電圧と水溶液に含まれる金属のイオン化傾向は相関している」 

と分かりました。 

そのことから、より電圧が高く安定した化学電池を作るには、イオン化傾向の高い金属の水

酸化化合物の水溶液を用いるとよいと考えました。 

また、濃度を変えても発生する電圧の値に変化が無かったのは、銅板の表面で反応できるイ

オンの量に変化はないからだと考えます。なぜなら、濃度を変えると溶液中のイオンの量は増

えますが、そのイオンが反応することの出来る銅板の表面積は変わらないため、一度に反応で

きるイオンの量も変わることはないからだと考えます。 
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佳作 
化学 

那覇市立安岡中学校 

幸地 優花 

酵素のパワーを調べよう パート② 

１.目的  

昨年、身近な野菜・野草などの植物が過酸化水素を混ぜることで、酸素を発生することを酵

素ロケットで証明できた。今年は、酵素の力をもっと詳しく知りたいと思い、今回の実験を行

った。 

今回の実験は、①酵素剤(生の食品酵素)による消化の実験 

②消化酵素の働きを調べる実験     

③酵素の効果が活発になる適温を調べる実験の３つである。 

２.方法  

①タンパク質(チーズ）・炭水化物(ごはん)・脂肪(肉の脂身)をそれぞれ酵素材（キウイ・胃

薬・大根おろし・酵素入り洗剤・水）に入れ、室温のままで観察する。 

②試験管に豚の肝臓をすりつぶした物と過酸化水素水を入れ、発生した酸素量、線香の燃

え方を調べ、他の肉や野菜などとの違いを比べる。 

③酵素液をつくり、０℃・４０℃・７０℃の温度で、その反応の違いを比べる。 

３.結果  

①１度目の実験では、酵素材をそのまま入れたため反応に違いが見られず、２度目は、酵素

材に水を混ぜて反応を見たが変化はなかった。３度目は、室温が３０℃くらいになる場所

で実験を行ったが思うような変化がみられなかった。 

②野草・豚の肝臓・魚の肝臓の中でも豚の肝臓の酵素液では、過酸化水素水を入れるとすぐ

に酸が発生し、線香を入れると、大きな音と激しく炎を出し燃えた。 

③温度の違うビーカーに酵素液を付け、過酸化水素水を入れて反応をみると４０℃の温度に

つけたものが一番反応が速く強かった。 

４.考察  

①実験は正確さと諦めない根気強さが大切だと実感した実験だった。栄養素を代表して、タ

ンパク質・炭水化物・脂肪がどのように分解されていくか様々な酵素材を使って行った。

すぐに変化が見られなかったのは、適温での実験だったか,酵素材に対して触媒の量は適切

だったか,実験の日数。３回も実験を行ったが、納得できない結果に終わったため、別の方

法を考えたいと強く思った。 

②私たちの体にある消化酵素の中でも、一番分解の作用があるのは肝臓のカタラーゼで 

あることがわかった。体内に入ってきた食べ物は、唾液や肝臓の働きで消化吸収されてい

ることが実験を通して実感した。 

③酵素は適温が４０℃と人間の体温に近い状態が一番活発に働き、０℃でも７０℃でも、反

応は見られたが、高温だと酵素液も変色して活動が停止するのだと感じた。 
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佳作 
化学 

中城村立中城中学校 

瀬名波 優之介 

プラスチックの研究～食トレドリンクからプラスチックを作る～ 

１.目的  

僕は近年、大量のプラスチックが海へ流れ、生態系への影響が懸念されていることを知った。

生分解性プラスチックは、注目されているがコストが高くあまり普及していない。 

そこで、身近な食トレドリンクを使ってプラスチックを作り、その性質や土壌および海水中

での分解のようすについて調べた。 

２.方法  

インターネットで検索してみると、プラスチックは牛乳から作れることを知り、食トレドリ

ンクなら色々な種類が手に入るので、プラスチック作りから始めた。 

次にプラスチックの性質を調べ、これらのプラスチックを畑の土に埋め、実際に分解される

のか調べた。また、海水中でも分解が起こるのか観察し、分解中の容器内の二酸化炭素濃度も

測定した。 

３.結果  

⑴9 種類の食トレドリンク中、牛乳と豆乳から も多くのプラスチックができた。しか 

し、プロテイン、低脂肪牛乳、カルシウム牛乳では不純物を取り除く作業中に全て溶 

けだし、プラスチックにならなかった。 

⑵牛乳プラスチックは、サンポール、ハイターに反応し変形した。豆乳プラスチックは、 

サンポール、ハイターのどちらにも変形、反応しなかった。エタノールには、どの 

プラスチックも反応しなかった。また、自作のプラスチックに電導性はなく、全て可燃性

であった。 

⑶作ったプラスチックを畑の土に埋めたところ、3 日目には分解が見られた。また、海水につ

けた場合でも分解が起こり、分解中に二酸化炭素を排出し、海水とプラスチックがピンク

色になった。土より海水の方が攪拌したため分解が速かった。 

４.考察  

海水に浸したプラスチックの量と比例して二酸化炭素濃度が上がっていることと、プラスチ

ックを入れなかった容器の二酸化炭素濃度が変わらなかったことなどから自作のプラスチック

は、生分解性プラスチックであると考えられる。 

特に豆乳プラスチックは分解が速く、海水での分解中に牛乳プラスチックより速く沈んだこ

とから、中の構造がスポンジ状になっていた可能性が高い。どのプラスチックも分解が始まり

腐敗するまでの時間が短いため、製品として使用するには不便なのではと思った。 

豆乳プラスチックのように中がスポンジのような構造では空気に触れやすく腐敗が進みやす

いのであれば、タンパク質と脂質以外の物質（不純物）を取り除き、人為的に腐敗をおさえる

ことが可能なのではと考える。 

分解の途中で海水がピンク色に変色したのは、その特徴からロドトルラという酵母の仲間だ

と考えられる。 

ロドトルラは、どこにでも生息できるほか、ほかの微生物とちがい、分解と繁殖の能力が高

く、人体にも無害なため、海洋プラスチックゴミの問題を解決する糸口につながる可能性があ

るといえる。他の地域の海水とも比較を行いたい。 

－340－



 
 

佳作 
生物 

石垣市立名蔵中学校 

髙木 琉理 

石垣島名蔵ダム放流口における駆除した 

外来生物プレコについて 

１.目的  

２０１９年になり、石垣島にある名蔵ダムの放流口で外来生物であるプレコが確認された。

そこで、今回の調査では、ここにどれくらいのプレコがいるのか、またプレコの駆除数を上げ

るための方法を考えるとともに、捕獲したプレコの胃の中を調べることで、プレコの生態につ

いて調べる。 

２.方法  

8 月と 9 月の 2 回、名蔵ダムの放流口へ行き、そこで刺し網をおろし、追い込みながらプレコ

を捕獲した。 

捕獲したプレコの体長や体重を計測し、おなかをさばき、オス、メスの確認をし、記録した。 

３.結果  

・8 月の調査では 49 個体、9 月の調査では 69 個体のプレコを捕獲することができた。 

・捕獲したプレコの体長と体重には正の相関が見られた。 

・8 月に捕獲したメス 14 個体の卵巣の重量を調べたところ、卵巣の重量は平均で体重の約１

２％ほどであったが、9 月に捕獲したメス 23 個体の卵巣重量は平均で体重の約７５となっ

ていた。 

４.考察   

今回捕獲したメスの一番小さい個体は体長 197mm、体重 190g で、卵巣は 25g としっかりし

た卵を持っていることが分かった。このことから、メスは 200mm 前後で繁殖することが可能だ

ということが分かった。 

 また、オスの一番小さい個体は体長 168mm、体重 90g で、精巣は測れないほど小さかった

が精巣と確認できた。このことからオスも 200mm 前後で繁殖することが可能だと考えられる。 

 今後も、毎月 1 回調査を行う予定なので、石垣島におけるプレコの繁殖時期や生態などが

分かってくると考えられる。 
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佳作 
生物 

石垣市立崎枝中学校 

石垣 秋果    立津 琉人    野里 慎 

崎枝地区に生息する野鳥の調査 

１.目的  

近年、石垣島では観光客の増加により、ますます開発が進んでいます。それらの開発が、石垣島に

生息する野鳥に影響を与えていないか調査する記事を新聞で見ました。具体的には、空港や商業施設

を作る際に、野鳥に影響を与えていないかを調査するものです。 

そこで、同じように私たちの住む崎枝地区にも影響が出ているのか調べたいと思いました。 

２.方法   

二つの方法で野鳥の調査を行いました。 

一つ目は、定点観察法です。定点観察法とは、バードフィーダーを設置し一定の時間に来る野鳥の

種類記録・観察する方法です。 

二つ目はテリトリーマッピング法です。テリトリーマッピング法とは、観察ルートを決め、毎日同

じ時間にそのルートを歩いて、見える野鳥を観察していく方法です。上記の方法で、記録した野鳥の

データから時間的出現率、鳥相内出現率、場所的出現率を計算しました。 

３.結果   

時間的出現率を算出した結果、「イシガキヒヨドリ」の値が 100%を示しました。一方、「シロハラ

クイナ」と「カンムリワシ」の時間的出現率は、6.7%という結果が得られました。また、崎枝地域に

は 2 種類のカラスがいますが、「ハシボソガラス」の方が「ハシブトガラス」より時間的出現率が高

いことが分かりました。次に、鳥相出現率を算出した結果、「ツバメ」「イシガキヒヨドリ」の 2 種類

の値が 24%前後と高いことが分かりました。 

反対に「カンムリワシ」や「アカショウビン」は 1%程度で低いとこが分かりました。 後に、場

所的出現率を算出すると、「イシガキヒヨドリ」は 100%と高い値を示しました。反対に、「アカショ

ウビン」は 25%と も低い結果となりました。 

４.考察   

以上の結果から以下のことが考えられます。崎枝地区で観察しやすいと考えられる野鳥として､「イ

シガキヒヨドリ」「ハシボソガラス」などが挙げられます。なぜなら、時間的出現率が高いからです。

また、これらの野鳥の中で、「イシガキヒヨドリ」は鳥相内出現率も高いため、崎枝地区での生息数

が多いと考えられます。 

また、「ツバメ」も鳥相内出現率が高いので、個体数が多いことが予想されます。しかしながら、

観察のしやすさでいうと、時間的出現率が低いため、上記の二種より劣ると考えられます。 

また、観察しづらい野鳥として、「シロハラクイナ」や「カンムリワシ」が挙げられます。なぜな

ら、時間的出現率が低いからです。カンムリワシなどは、調査期間中に、一度しか確認することがで

きませんでした。そのため、鳥相内出現率も低く個体数が少ないことが予想されます。 

さらに、アカショウビンは場所的出現率に偏りがあるため、観察できる場所が固定されていると考

えられます。定点観察法で、バードフィーダーを作成すれば毎日、同じような時間帯に観察できるこ

とが分かりました。反対にイシガキヒヨドリは場所的出現率が高いため観察したコース内なら何処で

も関夏することができると考えられます。 
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佳作 
生物 

南城市立大里中学校 

菊川 乙音 

タチアワユキセンダングサの研究 

１.目的  

人間や動物のように自分の生きていゆく場所を選べない植物たちは、与えられた限られた環

境の中で、どのような工夫をして生きのびてきたのか、身近な植物を使って調べた。 

２.方法  

街中のいろいろな場所で見かけるセンダングサは、日なたや日かげなど環境の違いによって

大きさに違いがあるのか調べた。また、センダングサの葉のつき方(角度)と日光との関連につい

ても調べた。  

３.結果  

①日かげに比べて、日なたには小さいセンダングサが多い。 

②方位によって大きな長さのちがいは見られなかったが、一方位の中で日なたと日かげに分

けると、大きな高さのちがいが見られた。 

③ほとんどの葉が太陽に対して約３０°傾いていた。 

４.考察  

①日なたの方が、日光が当たりやすいのに日かげに高いセンダングサが多く見られたのは、

日なたは日光がさえぎられる心配がないため、上へと伸びる必要もなくなってしまったか

らだと考えられる。 

②センダングサの大小は、日光の当たる時間ではなく、当たる日光の強さによって決まって

いて、一つの集団の中で強い光が比較的当たりやすいところに生えたセンダングサは、当

たりにくいセンダングサに日光をゆずっていると考えられる。 

③葉の角度は、太陽に向かって約３０°と決まっていて、一番強い日光が当たる方に傾いて

いる。 
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佳作 
生物 

浦添市立港川中学校 

田村 日拡 

クモの巣 

～条件別の強度調べと天気とクモの発生条件について～ 

１.目的  

「いつかクモの巣に乗りたい」と始めたクモの巣の研究も今年で６年目になる。今年は、糸

の強度は日経過で弱くなるのではなく、その日の天気や気温によって強度が変化するのではな

いか。という今までの研究からの疑問を調べるため、日に当てる、日に当てない、湿度高い、

湿度低いの４つに分けて強度を調べ、また、過去６年分の天気（日照時間、降水量、台風の回

数）と採れたクモの数を比較してクモの発生条件について考える。 

２.方法  

①クモの糸（わく糸）の採取（張ったばかりの壊れていない新しい巣、糸を直径 6ｃｍの枠に

貼る） 

②枠を４つの条件に分け、５日間記録する。 

Ａ：日に当てる（紫外線強、日照時間長）。 

Ｂ：日に当てない（紫外線弱、日照時間無）。 

Ｃ：霧吹きかける（湿度多、日照時間無） 

Ｄ：冷凍庫に入れる（湿度低、日照時間無） 

③過去６年分の天気を調べて、クモが多く発生する条件を採取した数と比較して考える。 

３.結果 

Ａ：日照時間が長い日は糸の強度が強くなり、日照時間が短い時は糸の強度が弱くなる 

６０％ 

日照時間が長くても強度が弱くなった糸もあった４０％ 

Ｂ：気温３０℃を超えると強度が強くなる８０％ 

気温３０℃以下でも強度が強くなった１０％ 

Ｃ：強度に大きな変化は見られなかった６０％ 

Ｄ：強度の変化にばらつきが見られた８０％ 

  強度がほとんど変わらない。２０％ 

台風が多い年はクモの巣が多く見られる。台風が少ない年はクモの巣が少ない。（クモの発生

量は台風前の数。台風後はクモの巣は見られない。） 

４.考察  

Ａの日に当てた時の弾性限界強度では、日照時間の長さで強度に違いが出たが、日照時間が

長くても強度が弱くなるが台風が多い年は雨量が多く、獲物が巣に引っ掛かりにくく、台風が

少ない年は獲物が引っ掛かりやすくなり、巣の張り替えをしているのかもしれない。 

また、今回の研究にはないが、天候だけでなく、その場所の環境の変化も影響しているのか

もしれない。（チブサトゲグモが発生するところにオオジョロウグモがいないなど）環境につい

ても次回の研究課題にしたい。 
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佳作 
生物 

浦添市立仲西中学校 

前原 芽衣 

 動く植物 オジギソウ  

１.目的   
私は幼い頃、触れるとまるで生き物のように葉を閉じる不思議な植物でよく遊んでいました。

去年、田舎の祖母の家に行ったとき、懐かしいその植物を見つけ、改めてその魅力にひかれま

した。 

そこで、その植物「オジギソウ(ネムリグサ)」の動き(運動)、動きの原因となる刺激、時刻ご

との反応の変化、動きの仕組みを詳しく調べようと考えました。 

２.方法   
オジギソウの動きの観察では、羽片(羽のような形の葉)の先、羽片がついた茎、羽片の片側に

触れて反応を観察し、すべての葉が閉じて動作が終わってから元に戻るまでの時間を測定しま

した。動きの原因となる刺激を調べる実験では、風・音・熱の３種類の刺激を与え、オジギソ

ウの様子を観察しました。時刻ごとのオジギソウの反応の変化を調べる実験では、24 時間オジ

ギソウを観察しました。 

また、動きの仕組みを調べる実験では、染色液を使って茎にある関節のような部分(葉枕)を染

色し、運動が起こる前と後の茎の中の水分の様子を調べました。 

３.結果   
オジギソウの観察の結果、羽片の先に触れると小葉(右辺についた小さな葉)が順に閉じてい

き、羽片がついた茎に触れてゆすると、葉枕と呼ばれる茎の付け根のふくらみから 60°ほど「が

くん！」と垂れ下がりました。花の茎や葉枕がついていない太い茎の部分では、反応しません

でした。羽片の片側に触れると、触れた側の小葉だけが閉じました。 

また、上記のすべての運動がおこった状態から元の姿に戻るまで、およそ 20 分かかりました。 

オジギソウに３種類の刺激を与えた実験では、触れること以外にも風や熱にも反応すること

がわかりました。 

オジギソウを 24 時間観察した結果、夜になると刺激がなくても葉が閉じ、茎が垂れました。

この結果を見て「何を条件によると判断しているのか」が気になり行った実験では、昼に光を

当てず、気温を下げても反応はありませんでした。また、気温が極端に低い場所に長時間置い

ておくと、反応が鈍くなり、葉は反ってしまいました。 

動きの仕組みを調べる実験では、本やインターネットから「葉枕の中の水分が移動すること

で茎が動く」ことが分かりました。しかし、染色液で道管を染色し、断面を観察しても、運動

の前と後では、葉枕を切った断面の様子に違いは見られませんでした。 

４.考察   
オジギソウには、葉を閉じる運動のほかに、羽片がついた茎が下に垂れ下がる運動ができる

ことが分かり、さらに、この２つの運動は触れる以外にも風邪や熱によって運動がおこること

が分かりました。 

また、オジギソウは環境の変化に敏感であることも分かりました。オジギソウの昼と夜の様

子から、オジギソウの体内時計によって定まった時間に葉を閉じ、茎が垂れさがることが分か

りました。 

葉を閉じる運動の仕組みについては、本・インターネットで葉枕に含まれる水分が関係して

いることが分かりましたが、実際に確認することができず、詳しい様子が分からない部分もあ

るので、その解明を今後の課題とします。 
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佳作 
生物 

沖縄市立山内中学校 

新垣 李珠佳 

桃原公園に見られるチョウの研究  

～種類・優先度・優占種・分布～ 

１.目的  
北谷町の桃原公園における蝶の種類・数を場所ごとおよび調査日ごとに調べ、蝶の優占度・

優先種を明らかにし、これまで研究してきた沖縄市総合運動公園との調査結果と比較する。 

また、桃原公園に咲いているアメリカハマグルマの花に来る蝶の種類・優占度・優占種・分

布を明らかにする。 

２.方法  
異なる 4 日間の調査日に、桃原公園のウォーキングコース(約 1 ㎞)を 200ｍごとの 5 つの区画

に（①～⑤の区画）分けて、コースを歩きながら左右(約 15ｍ)で見られる蝶の種類と数を調べ、

表およびグラフを作成し優占度・優占種を明らかにし、一昨年の沖縄市総合運動公園の調査結

果と比較する。 

コース上にアメリカハマグルマが咲いている 2 区画（①と⑤）で、それぞれ約８㎡の場所を

設け、10 分間に来る蝶の種類と個体数を調べ、コース上①と⑤の調査結果と変わりがないかを

確認する。 

３.結果  
桃原公園で見られた蝶の種類・個体数は 20 種・556 匹（4 日間）で、優占種はアオスジアゲ

ハ、シジミチョウ、リュウキュウミスジの順であった。蝶の種類数が多く見られたのは①の場

所で 18 種、他の場所では 10 種～13 種とほぼ同じだった。 

各場所の 4 日間で個体数の多い種類はアオスジアゲハ、シジミチョウの順で全ての場所に共

通して見られた。 

一昨年前の沖縄市総合運動公園の蝶の種類・個体数は 10 種類・334 匹（6 日間）で、優占種

はシジミチョウ、ツマグロヒョウモン、アオタテハモドキの順であった。調査日が少ないにも

関わらず桃原公園が種類数・個体数ともに多かった。 

アメリカハマグルマに来る蝶の種類はシジミチョウ、キチョウ、アオタテハモドキ（上記優

占 3 種）、リュウキュウミスジ、リュウキュウアサギマダラの 5 種であった。①と⑤のどの場所

でもシジミチョウの優占度が高く、優占種になっていた。 

４.考察  
優占度の高い 3 種（優占 3 種）を見ると、シジミチョウは桃原公園と沖縄市総合運動公園で

も共通していたが、他の 2 種は異なっていた。桃原公園では森林性の蝶と思われるアオスジア

ゲハとリュウキュウミスジが上位になり、沖縄市総合運動公園ではアオタテハモドキとツマグ

ロヒョウモンが高かった。これは 2 年前の調査で幼虫の食草（スミレやオオバコの分布）に関

係があることが分かった。 

アメリカハマグルマの花に来る蝶の種類、優占度、優占種の関係は、①と⑤のどの場所でも

シジミチョウの優占度が高く、優占種になっていた。シジミチョウはアメリカハマグルマのな

い③、④の場所でも優先度が高く、また⑤の場所での優占 3 種（アオスジアゲハ、シジミチョ

ウ、リュウキュウミスジ）とアメリカハマグルマに来る蝶の優占 3 種が異なることから、①と

⑤の場所の優占種とアメリカハマグルマの分布は関係がないことが分かった。 
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佳作 
生物 

那覇市立古蔵中学校 

儀間 瑞季 

サンゴ移植へのキュビエ器官利用の検討 

～ニセクロナマコのキュビエ器官の特性の検証～ 

１.目的  

キュビエ器官の粘着力を利用した自然に優しい水中接着剤を作り、サンゴ移植への活用を行

いたいと思った。 

※本作品展への出展は初めてですが、本研究は中学校 1 年時より継続的に研究しているもの

です。 

２.方法  

１．キュビエ器官の分解スピードを調べるために、水流のない水槽と、モーターを取り付け

水流をつくった水槽とで、キュビエ器官が分解されるスピードの違いを調べる。 

２．キュビエ器官をすりつぶし、キュビエ器官のｐＨを、ｐＨメーターを調べる。 

３．キュビエ器官の粘性をしらべるために、サンゴ、石、有孔虫、流木に①、②のキュビエ

器官を付着させてばねばかりで値を調べる。 

①そのままの状態 

②酸性・中性・アルカリ性の溶液に浸す 

４ ．キュビエ器官を顕微鏡で観察する。 

３.結果  

１．水流があるものも、ないものも、どちらも７個体すべて、約 1 週間でほぼ分解された。 

２．キュビエ器官の平均値はｐＨ7.14 であった。 

３．①と比べて②は水道水以外は、粘性の低下が見られた。  

４．キュビエ器官の中心部がらせん状になっており、水中で引っ張った状態を観察すると、

らせん状ではなくなった。 

４.考察  

①１の結果から、キュビエ器官の分解と水流には関係がないと考えられる。 

今後の課題：今回の研究は、日程の都合上１週間後にしか結果を確認することができなか

ったため、1 日おきに分解の状態を確認したい。 

②３の結果から、キュビエ器官の粘着物質は、環境や水質の変化に敏感であると考えられる。 

③４の結果のみでは、らせん状のものがキュビエ器官内の空間なのか、物質なのか判断がで

きなかったため、今後更に研究していきたい。 

今後の課題：今回の実験では、それぞれの性質の水溶液の種類が少なく、考察するための

結果が十分ではなかったため、水溶液の種類を増やし、粘性に影響を与える物質の特定を

行いたい。 
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佳作 
地学 

糸満市立高嶺中学校 

仲嶺 耀亮 

自作装置による環境調査（空気・水） 

１.目的   

自然豊かな場所は空気が美味しいや水が綺麗というが、それはどういうことなのかについ

て調べてみた。調べ方として、山原と交通量が多い地域などを比較することで、目には見え

ない空気や側を流れる水で、「空気の汚れ具合」や「水の透明度」にどのような違いがあるの

かを自作装置を用いて観察・考察した。 

２.方法   

「空気調査装置」を用いて、空気中のごみの量をファンとフィルターを使い調べた。また、

授業で習った気孔を観察することで、ごみの量を調べてみた。 

「水調査装置」を用いて、水の汚れ具合を調べてみた。光が多く当たると発電する光電池を

用いて、水の透明度を調べた。 

３.結果   

「空気調査装置」を用いて、山原と交通量の多い地域の計４カ所測定したが、どこの場所で

もフィルターにはごみがほとんどついていなかった。葉の気孔の汚れ具合では、交通量が多

い地域に生えている植物の気孔に多くの世汚れがあった。 

「水調査装置」を用いて光電池の発電量を調べてみると、山原の水や地域の川などは透明度

が高く、発電量が多かった。また、糸満市の川や池などの水を用いて発電量を調べてみると、

山原の水に比べて１０％程発電量が少ないことが分かった。 

４.考察   

「空気調査装置」を用いても、フィルターにごみがあまりつかなった原因として、ファンの

回転数が少なかったのが原因で、フィルターにごみがつかなかったと考えられる。 

改善策として電池を直列に繋げることで回転数を増やすと結果が変わると思われる。気孔の

ごみの付き具合は、交通量が多い地域は車等が出す排気ガスによって気孔に多くのごみがつ

いていた。 

「水調査装置」を用いて実験を行った結果、山原や地域の水で発電量は１０％程度だった。

ウーロン茶や牛乳と比較すると、どこの地域の水でも濁っていなければ、発電量に大きな差

は生じなかった。 

水の綺麗さを透明度以外の方法で調べるよう工夫していく必要がある。 
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佳作 
地学 

国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校 

稲田 胡桃 

赤土が海に及ぼす影響とは？ 

１.目的  

私の家は海に近いため、海に関わる事について深く調べてみたいと思いました。沖縄には世界

有数のサンゴ礁があり、観光資源にもなっています。 

しかし、そのサンゴが赤土により被害を受けている事を知ったため、赤土問題についてよく知

り、私たちに何ができるかを考えていきたいと思ったためこの研究を始めました。 

２.方法   

実験１のどうして赤土被害が起きるようになったのか、どうすれば赤土の被害を無くす事がで

きるのかについては、模型を使って赤土の流出を調べるという方法で行いました。 

実験２の赤土によるサンゴへの影響と沖縄の主な土壌の違いや生質については、赤土を水に入

れ、濁り具合や堆積する状態、液の pH、粒子の細かさ、水中に届く光の量などを調べるという

方法で行いました。 

３.結果  

実験１では、自然海岸や森林がある地形と開発が進んだ地形では、開発が進んだ方の海は赤土

が流出し汚染されてしまったけれど、自然海岸や森林がある方の海には赤土は流出して来ません

でした。開発が進んだ地形でも、グリーンベルトや植物を植える事により赤土の流出を防ぐ事が

出来ました。よって、開発が進んだ土地も対策を取れば赤土流出を防げる事が分かりました。 

実験２では、赤土は濁りやすいが沈殿しにくい事と、海岸の砂には赤土をろ過する力がある事

と、赤土は光を通しにくい事などが分かりました。一般的な観葉植物の成長の 低目安の明るさ

が２０００ルクスなのに対し、晴天 12 時に赤土で濁った水を日向に置き計測しても７５０ルク

スしか届いていませんでした。よって、赤土はサンゴの海の大敵だという事が分かりました。 

４.考察  

今回の実験を通し、赤土は濁りやすく沈殿しにくい事と光を通しにくい性質がつかめました。

そのため、赤土が海に流れ込むと海藻やサンゴの中の褐中藻に光が届かなくなり、光合成ができ

なくなってしまいます。すると海の中の酸素が無くなってしまうため、生き物が住めなくなり綺

麗な海が壊されてしまいます。 

そうならないための対策としては２つ挙げられます。 

１つ目は、今ある山や森、植物、海岸を壊さない事です。そうする事により昔ながらの綺麗な

海を守る事ができます。 

２つ目は、手を加えてしまっている山や森に木を植える事などしてできるだけ元の形に戻す事

です。例えば、山を崩して畑や道路を作った周辺に、雨により赤土が流出しない様に植物を植え

たりグリーンベルトを作ったりする事などがあります。そうする事により今より赤土被害が減る

と思います。そして、これからは皆で綺麗な海を守っていくよう協力する必要があると思います。 
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佳作 
物理 

沖縄県立球陽高等学校 

平良 亮太    黒澤 一真    宮城 円    新垣 晴朗    屋嘉比 康凜 

ＮＲゴムの弾性力と熱についての研究 

１.目的  

ゴムは「数倍に引き伸ばしても破断せず、かつ力を除くと元の大きさに戻る」という優れた

性質を持ち、自動車のタイヤや免振ゴムの材料として多く利用されている。 
私たちはこのゴム特有の優れた性質に興味を持ち、この研究を始めた。特に今回の研究では、

ゴムの熱と弾性力の関係に注目して実験、考察を行った。 

２.方法  

実験 1 では「ゴムの伸び‐弾性力」の関係を測定できる装置を作成し、ゴム伸長時とゴム収

縮時の「ゴムの伸び‐弾性力」の関係を調べた。このとき、伸長時と収縮時を一連で

行った場合と、そうでない場合についてそれぞれ測定した。 
実験 2 では、ゴムの温度変化をより正確に測定するために真空中で実験できる装置を製作し、

ゴムを伸縮させた時にゴムの温度変化があるか調べた。 
実験３ではゴムの温度を任意の温度に保ちながら｢ゴムの伸び‐弾性力｣を測定する。（現在実

験継続中） 

３.結果  

実験 1 の結果として、伸長時、収縮時どちらもグラフが直線にならず、Ｓ字を描く曲線となっ

た。このことから、ゴムにおいてフックの法則は成立しないことが分かった。 
また、伸長時より収縮時の方が伸びに対する弾性力が小さいことや加えた最大荷重が

大きい程、弾性力に対しての伸びが大きい事が分かった。 
実験 2 の結果としては、ゴムは伸長時では発熱し、この時均一に温まることが分かった。 
実験３の結果としては現在も測定中でデータは揃っていないが、現時点においては、ゴムの

温度が高くなるにつれてゴムの伸びが大きくなるという傾向が得られている。 

４.考察  

実験 1 の伸張と収縮を各々新しいゴムを用いて個別に行った場合において、収縮時のゴムの

伸びが全体的に長かった点に着目した。個別に行った場合、収縮実験においてゴムを

はじめに設置する際に急激に伸ばした。そのときにゴムの温度が上昇し、このように

なったと考えられる。これを踏まえて実験２を行った。 
実験 2 ゴムは伸張時、熱を発すると分かった。実験 1 の「収縮実験」の初めにゴムを伸ばす

際、伸ばす速度が速いので、熱の移動が少なく、ゴムの温度が上昇していたと考えら

れる。ゴムを伸ばす速さによって「伸び-弾性力」の関係が変化するのは、ゴムを伸ば

す速さによってゴムの温度が変化するためであると考えられる。 
実験２の考察では、ゴムの温度によってゴムの伸びに違いが出るのではないかという考察を

立てた。 
そこで実験３として、ゴムの温度を任意の温度に保ちながら｢ゴムの伸び‐弾性力｣を測定で

きる装置を作成し、任意の温度での｢ゴムの伸び‐弾性力｣の関係を現在測定している。 
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佳作 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

知念 凜 

ミリングを用いたホウ化物の水素化 

１.目的  

マグネシウムボロハイドライド（Mg(BH4)2）は高い水素容量により水素貯蔵材料として期待

されていて，さらに還元剤，他の物質の原料など様々な用途がある。主な合成法にはホウ化物

の水素化があるが，MgB2 の水素化には通常 400 ℃，900 気圧が必要である。 
しかし，先行研究では MgB2 を THF（テトラヒドロフラン， C4H8O の 5 員環炭素に酸素

を 1 つ含んだ環状エーテル）とミリング（容器にボールと試料と気体を入れ，機械で混合する）

後，300 ℃，700 気圧 H2 雰囲気下という比較的温和な条件で水素化に成功した。 
本研究では， MgB2 を原料とした室温・水素雰囲気下でのミリング水素化による Mg(BH4)2

の合成を目的とし，さらに THF がミリング水素化に与える影響を検討した。 

２.方法  

MgB2 または添化物を混合した試料 300 mg を，それぞれ Fe 製ボール 20 個が入った 2 つの

ポット（バルブ付き耐圧容器）に入れた。一方には THF を 2 mL 入れた。ポットの中を 10 気
圧の H2 雰囲気下にした。振動型ミリング装置を用いて室温で 20 時間のミリングを行った。ミ

リング後，ポット内の水素圧を測定し気体の状態方程式を用いて大まかな水素吸蔵量を算出し

た。 
同様の手順を 6 種の試料（① MgB2 ② MgB2 + THF③ MgB2 + AlB2 ④ MgB2 + AlB2 + 

THF⑤ MgB2 + Al ⑥ MgB2 + Al + THF）で繰り返した。得られた試料について，水素放出量

の測定のため熱重量-示差熱分析-ガス質量分析（TG-DTA-MS）測定を行った。Mg(BH4)2 の存

在を検証するため，赤外吸収分光（IR），X 線回析測定（XRD）を用いた。 

３.結果  

XRD 測定で， THF ありの試料では， MgB2 の存在はほぼ確認されず，他の生成物は同定

できなかった。THF なしの試料では， MgB2 の存在が確認された。IR 測定で，全ての試料で

B-H 結合，さらに THF ありの試料で C-H 結合が観測された。 
TG-DTA-MS 測定で，THF ありの試料では，水素吸蔵量が水素放出量よりも少なく，THF な

しの試料はその逆であった。①と②は，水素放出のピーク温度は他の試料より低かった。④と

⑥では質量減少の値が大きかった。水素のみを放出し，最も質量が減少したのは③ MgB2 + 
AlB2 であった。 

４.考察  

XRD 測定：試料には非晶質が含まれていて，未反応の MgB2 が残っていると考えられる。 
IR 測定：Mg(BH4)2 の B-H 結合の存在は判別できなかった。C-H 結合は THF もしくは反応

物によるとみられるが，特定はできなかった。 
TG-DTA-MS 測定：THF ありの試料の水素吸蔵が少なかったのは THF が試料を覆って水素

と触れる表面積が少なくなったためと考えられる。④と⑥の大きな質量減少は CO2 の放出によ

るもので，それが観測されたのは THF が試料と反応したためと考えられる。 
水素化の前に THF でミリングすることで効果があることが分かった。 
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佳作 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

新里 真未    大城 あずさ    金城 梨子    新垣 杏樹    田中 彩色 

消臭効果～身近なもので汗のにおいは消せる!?～ 
１.目的  

日常で不快とされる汗などのにおいを消臭する身近なものを調べ、手軽に消臭グッズを制作したい
と考えたから。 

２.方法  
≪実験 I≫ 

①ビーカーにアンモニア水 20ml をいれる。 
②不織布をハンモック状にし、試薬を入れある一定の高さでつるして固定する。 
③パラフィルムで密閉し、その上からラップをする。 
④約２4 時間後のビーカー内のアンモニアのにおいを比較する。 
試薬は銅粒・グラファイト・センダン草・茶の出がらしとする。 

≪実験Ⅱ≫ 
実験Ⅰでセンダン草の消臭性は十分に確認できたため、今回は試料から削除する。 

銅は消臭効果ではなく防臭効果を持つため、今回の実験の趣旨にはふさわしくないため、試
料から削除した。 

炭は靴箱や汗のにおいを消臭することでよく知られているため、炭を試料に追加した。 
  実験Ⅰでセンダン草の消臭効果が抜きんでていたため同じ植物であるコスモス、キバナサン 

タンカを試料に追加した。 
同様の実験をイソアミルアルコールでも行う。 

≪実験Ⅲ≫ 
約 66 時間後ににおいを比較する。ほかの条件は実験Ⅱと同じとする。 

３.結果  
アンモニア水、イソアミルアルコールをそれぞれ 0.1 倍、0.05 倍、0.025 倍、0.0125 倍、0.01 倍

に薄めたものと水(0 と定めた)を用意し、どのにおいが一番近いか判定し、平均値を出し順番に並べ
た。 

≪実験Ⅰ≫ 
センダン草が抜きんでてにおいを消し、茶の出がらし、グラファイト、銅粒の順で消臭効果が得

られた。また、センダン草、茶の出がらしはビーカー内が試料そのもののにおいがした。 
≪実験Ⅱ≫ 

アンモニア水では、茶の出がらしとキバナサンタンカが抜きんでてにおいを消し、コスモス、炭、

グラファイトが続いた。グラファイトは他のものよりも消臭効果が少ないようだった。茶の出がら

しとキバナサンタンカの消臭効果はほとんど同じのようだった。 
イソアミルアルコールでは、茶の出がらしが抜きんでてにおいを消し、炭、コスモス、キバナサ

ンタンカ、センダン草、グラファイトが続いた。 
≪実験Ⅲ≫ 

アンモニア水では、茶の出がらしが抜きんでてにおいを消し、コスモス、キバナサンタンカ、炭、

グラファイトがそれに続いた。グラファイトは他のものより消臭効果が少ないようだった。キバナ

サンタンカと炭の消臭効果はほとんど同じのようだった。 
イソアミルアルコールでは、センダン草が最も消臭効果を示し、キバナサンタンカ、炭、グラファ

イト、茶の出がらし、コスモスがそれに続いた。 
４.考察  

≪実験Ⅰ≫ 
センダン草と茶の出がらしは試料そのもののにおいがしてアンモニアのにおいを打ち消し

たのではないか。グラファイトは炭と性質が異なるため効果が出にくいのではないか。 
≪実験Ⅱ≫ 

植物はアンモニア水を消臭し、炭はイソアミルアルコールの消臭にその効果を発揮するの
ではないか。茶の出がらしはどちらも消臭できるのではないか。 

≪実験Ⅲ≫ 
茶の出がらしは時間をおいてもアンモニア水は消臭するが、イソアミルアルコールはあま

り消臭しないのではないか。 
センダン草の消臭効果は時間を置くことで向上するのではないか。 

反省点としては、消臭効果を研究することはできたが、消臭グッズを開発するところまで辿り着
かなかった。 
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佳作 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

比嘉 美優   親泊 ゆりか   神山 向日葵   邱 一泓   濱田 かさね 

生分解性プラスチックの強度測定 

１.目的  

近年、廃棄プラスチックによる海洋汚染問題委が課題になっている。一度海に廃棄されたプ

ラスチックごみは永遠に分解されることなくとどまり続け、生態系に多大な影響を及ぼす。 

そこで、分解可能な生分解性プラスチックに着目し、研究を開始した。様々な条件のもと実

際に生分解性プラスチックを作成し、それぞれの強度について考察した。 

２.方法  

実験 1：３種類の牛乳と２種類の豆乳をそれぞれ火にかけてレモン汁を加えた。小塊ができる

までかき混ぜ小塊をこした。その小塊を水で洗浄し水気を切った後に、同じサイズ

で細長く成形して乾燥させた。このようにして完成したプラスチックをおもり(砂)

を用いて強度測定した。 

実験 2：実験 1 で最も強度が高かった脂肪ゼロ牛乳を用いて、バガスとコーヒーのカスを加え

て同じように実験した。 

３.結果  

実験 1：脂肪０牛乳の強度が一番強いという結果となった。その次に、成分無調整３．６牛乳、

調整豆乳、無調整豆乳と続き、一番強度が低かったのは低脂肪牛乳となった。 

４.考察  

実験 1：脂肪分が含まれていない牛乳の強度が一番高かったという結果から、脂肪分は強度

を下げるのではないかと考察した。また、糖分などが含まれている調整豆乳は強度

が低かったことから、糖分は生分解性プラスチックを作成するにおいて妨げている

と考えた。 

生分解性プラスチックができるメカニズムは、牛乳や豆乳に含まれるカゼインとい

うたんぱく質を取り出し、脱水によって重合しプラスチックとなる。なので、重合

する際に脂肪分や糖類がカゼインの結合を邪魔するために強度が低くなったのでは

ないかと考えた。 

よって、より強度の高い生分解性プラスチックをつくるには、カゼインの含有量が

できるだけ多いものを用いて作ることが大切だと考える。 
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佳作 
化学 

沖縄カトリック高等学校 

ラザフォード ライアン ノボル 

骨格筋細胞における EGCG 類縁体のグルコースの取り込み活性 

１.目的  

緑茶に含まれるカテキンの殺菌作用などの効用は知られているが、その中でも今回は抗糖尿

病作用に着目し、化合物の類縁体を作ることにした。それによって、効果の増強を図った。カ

テキンはインスリンと似たような機構で細胞内のグルコースの取り込みを行う。 
カテキンは経口治療薬として用いることができるので、注射器を用いて摂取するインスリン

と比べ、身体的負担を軽減することも期待できる。 

２.方法  

①ジアリンをヒドロキシル化し、ジオールを精製する。 
②その後活性化剤（EDAC）で触媒として用いた安息香酸の作用を増大させ、ジオールと反応

してエステルを形成する。 
③エステルに化合している二つのベンゼン環のうちの外側にある一つをトリエチルシランに

由来する水素を用いて除去する。（この操作によってベンゼン由来の類縁体からポリフェ

ノール由来の類縁体へと変換される。） 
④ポリフェノール由来の類縁体は、無水酢酸とピリジンを用いてアセチル化させる。 

３.結果  

12 の EGCG の類縁体が作られ、L6 骨格筋管におけるグルコース取り込み活性をそれぞれグ

ラフ化し、活性の度合いを確認した。 
類縁体 8,9,12 は活性が最大で、同時に細胞への毒性も確認されなかった。これらの類縁体は

結果的にインスリン性模倣活性を示し、細胞生存率を上昇させた。 
類縁体 2,3,7,10,11 は 1�50 µg/mL で活性を示さなかった。しかし細胞生存率を上昇させた。 

４.考察  

類縁体 8,9,12 はジオールモノエステル構造を共通して持っているため、この構造が活性に必

要だと予測できる。活性も大きく、毒性もないため、糖尿病治療薬の開発のために用いること

ができると考えられる。 
類縁体 2,3,7,10,11 は細胞生存率のみを上昇させたので、細胞の老化防止剤としての活用も考

えられる。 
今回の研究では、細胞膜の通過性、置換基の個数と位置に着目した。今後も同様にこれらの

観点を意識し、以下の３つの化学反応を試みることから始めていきたい。まず初めに、今回用

いた上下対称な構造を持つ EGCG の類縁体のヒドロキシル基をメトキシ基、フルオロ基に置換

して親油性を上昇させ、リン脂質で作られる細胞膜を通過しやすくしていきたいと考えている。

（アセチル化と類似した効果を期待） 
次に、単一置換では活性に有効かどうか、そして最後に EC の類縁体が三置換でも活性が示さ

れるかどうかといったことを確かめ、検証していきたい。 
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佳作 
化学 

興南高等学校 

新垣  伶奈 

コーヒーで現像してみよう！！～フィルムカメラを後世に伝える～ 

１.目的  

写真の現像に使う薬品を身近なもので代用し、環境に優しく、簡単に用意できる材料を使っ

て写真を現像すること。 

２.方法  

コーヒー、ビタミン C、重曹を使って現像液・停止液・定着液を作り、露光時間、引き伸ば

し機のしぼり、室温、水温、現像時間、各液体の pH の条件を変えて写真を現像する。現像した

写真を目視によって比較・評価する。 

３.結果  

・コーヒー、ビタミン C、重曹を利用して写真を現像出来たが、市販の薬品と比べて現像に

時間がかかり、写真のコントラストが弱くなった。 
・コーヒー現像液で現像した写真の色は以下の 3 つの条件によって変化した。 

①現像液に含まれるコーヒーの濃度の違い。 
②サプリメントのビタミン C と原末ビタミン C の違い。 
③停止液・定着液の違い。 

・室温 25℃、露光時間 30 秒、引き伸ばし機のしぼり F16、そしてビタミン C、炭酸ナトリ

ウム、コーヒーが全て含まれた水温 40℃の現像液で現像したら、市販の薬品で現像した写

真に近くなった。 
・現像が終わって乾かしていた写真の色がだんだん暗くなっていった。停止の作業を念入り

に行うことで改善された。 

４.考察  

・コーヒー、ビタミン C、重曹を使った現像では、市販の薬品を使った場合に比べて、コン

トラストがはっきりした写真ができなかった。液体の pH、還元剤、気温や水温、露光時間

やしぼりによって写真の出来は左右される。その他に各液体の濃度、種類が豊富な印画紙

やコーヒーの組み合わせによっても変わると考えられる。 
・実験によってコーヒー、ビタミン C、重曹の種類がそれぞれ違うので、同じものを使用し

たらより比較しやすかったと思われる。 
・本実験の現像液で現像する場合、停止・定着を念入りに行わないと、部屋の明かりをつけ

て乾かす間に反応が進み、写真の色が暗くなる可能性がある。 
・本実験の評価は定性的な目視によって行った。マンセル表色系を利用することで明度の数値

を出す定量的な方法を行うことによってより正確な比較・評価が今後の課題である。 
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佳作 
化学 

沖縄県立球陽高等学校 

松村 花恵    金子 龍雅    仲松 輪織    森根 瑞喜    仲原 滉思郎 

生分解性プラスチックで「プラスチックごみ」や 

「食品ロス」問題をなくそう！ 
１.目的  

プラスチックごみが世界中で問題視されている中、自然に優しい生分解性プラスチックがあ

るということを番組で知りました。 
そこで私達は本来トウモロコシやサトウキビ等から作られる生分解性プラスチックを、コン

ビニ等で廃棄される食品から作ることができれば、プラスチックごみ処理問題や食品ロス問題

等の社会的問題の解決につながるのではないかと考え、研究テーマに設定しました。 
２.方法  

食品ロスのご飯やパンなどのデンプンを分解するために、ヨモギの酵素を入れてブドウ糖を

取り出し、そこに乳酸菌を加えることにより乳酸を作り出します。乳酸菌も消費期限の切れた

ヨーグルトなどの食品から単離し、培養します。 
できた乳酸を重合しポリ乳酸（生分解性プラスチック）を生成します。その後成形して完成

です。完成までの過程が多くあることから A（デンプン→乳酸）・B（乳酸→ポリ乳酸）の２グ

ループにわけて実験を進めています。 
３.結果  

A グループ（デンプン→乳酸）デンプンをブドウ糖にする実験では、ヨモギの酵素の濃度が

高いほどブドウ糖に分解される量が多いことが分かりました。乳酸菌の単離・培養の実験では

当初実験に使うことを予定していた MRS 培地がなく、ポテトデキストロース培地を代用しまし

たが思うような結果が得られませんでした。 
B グループ（乳酸→ポリ乳酸）乳酸からポリ乳酸を生成する実験では、はじめに、市販の DL-

乳酸で加熱の操作により脱水縮合さてポリ乳酸を生成しようとしたのですが、上手くいきませ

んでした。そこで、L-乳酸で再度実験を行ったところ、ポリ乳酸らしき物質を生成することが

できました。生成したポリ乳酸はプラスチックの性質を持ち、熱可塑性がありました。しかし、

水にふれて時間が経つと表面がベタベタした状態に変化していました。 
４.考察  

A グループ（デンプン→乳酸） 
①ヨモギの酵素の濃度が高いほどデンプンがブドウ糖へ分解される量は多かったことから、

デンプンの分解は酵素の量に比例することが分かりました。 
②乳酸菌の単離・培養でポテトデキストロース培地を利用しても乳酸菌は培養できなかった

ことから、今後 MRS 培地で培養を行うことを考えています。 
また、同時に市販のヨーグルトからの生成も取り組む予定です。 

B グループ（乳酸→ポリ乳酸） 
①乳酸の脱水縮合の実験ではプラスチックの性質と熱可塑性があったものの、水にふれ時間

が経つと表面がベタベタした状態になったこと、強度が弱かったことから生成したポリ乳

酸はポリマーとモノマーの中間状態であることが考えられます。脱水縮合は単調に L-乳酸

をホットプレート上で加熱し続けることにより生成しましたが、今後脱水縮合では、重合

にかかる時間の短縮や強度の強化、生成した物質が、ポリ乳酸になる手前の状態であった

場合には、さらなるポリマーの生成を目的としてリン系の添加剤や硫酸などといった触媒

を加えることを、検討していきたいと考えています。 
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佳作 
化学 

沖縄県立球陽高等学校 

井口 来知    伊禮 結華    潮﨑 孝則    屋良 舞華    與那嶺 樹 

沖縄本島中南部の水道水の硬度とセッケンの泡立ちや 

洗浄力の関係性 
１.目的  

沖縄本島中南部各地の水道水の硬度を調べ、地域ごとの水道水によるセッケンの泡立ちや洗浄力の

関連性について調べる。また研修旅行で関東に出向くため、旅行先の関東各地（主に東京）の水道水

を採水し、硬度や泡立ち、洗浄力を調べ、沖縄本島との違いについても検証する。 
２.方法  
①水の硬度はキレート滴定で調べ、ｐH 値はｐH メーターで測定する。 
②各試料水にセッケンを溶かして攪拌し、泡だった泡の高さを計測する。 
③試料水にセッケンを溶かし、20℃、40℃、60℃に調整し、この試料水中に汚れ（醤油、ケチャッ

プ）を付着させた布を入れて、攪拌する。セッケンを加えていないそれぞれの試料水 20℃、40℃、

60℃でも行う。 
④沈殿物を含んだセッケン水をろ過し、ろ過物を取り出し蒸発させ、沈殿物の質量を測定する。 

３.結果  
①北谷浄水場管轄の水道水と関東の水道水の硬度とｐH 値に、それほど違いは見られなかった。し

かし、石川浄水場管轄の水道水の硬度は、きわめて低いことが分かった。ｐH 値の違いは無かっ

た。 
②硬度が低いと泡立ちがよくなり、高いと泡立ちが悪くなるといった傾向を確認することができた。

しかし、僅かな硬度の差では、泡の高さとの関連性を判断しにくかった。 
③醤油は、試料水の硬度や温度、セッケンの有無に関係なく、汚れが落ちた。ケチャップは、試料水

だけで洗浄した場合は、硬度の高い方が汚れが落ちやすく、セッケンを混ぜた場合は、硬度の低い

方が汚れをよく落とすという傾向が見られた。 
④比較した試料水中で最も硬度の高いアナガー（湧水）の水で最も多い析出物が出た。また、球陽高

校よりも硬度の低い我如古でより多くの析出物が出たことや、硬度の近いにも関わらず与勝と池原

で析出物の量の僅かな差が見られた。 
４.考察  

①沖縄は硬水、県外は軟水と聞いたことがあったが県外でも沖縄のように硬水の地域があることが

分かった。また沖縄本島内でも、水道水が軟水の地域と硬水の地域があることが分かった。 
②セッケンを使った際に、北谷より石川浄水場管轄の水を使った方が、泡立ちが約 1.4 倍よくなる

事が分かった。 
しかし、僅かな硬度の違いで泡立ちに統一性がみられなかったのは、泡立ちが水の硬度だけでは

ないことが考えられる。また、使用したセッケンの量が多く、差が見られなかった可能性がある

ため、セッケンの量を減らす等、再実験の必要性を感じた。 
③醤油汚れが硬度やセッケンに関係なく落ちたのは、醤油を付けてからの時間が短かったこと、醤

油自体が水溶性で水に溶けやすかったからだと考えられる。 
ケチャップも醤油と同じ水溶性の汚れだが、汚れが落ちなかったのはトマトに含まれるリコピン

が布に浸透して落ちにくかったことや色素が関係していると考えられる。セッケンを入れたとき

に硬度の低い方の水が汚れを落としやすいのは、界面活性剤が不活性化しにくいからだと考える。

また、汚れの落ち具合の数値化を目指す。 
④沈殿物をろ過で調べたが、ろ紙の繊維の混入等で、正確性に欠けたため、次は遠心分離機で再実

験する。 
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佳作 
生物 

沖縄県立球陽高等学校 

國吉 広乃   與那嶺 竜勢   太田 祐輔   又吉 貴琉 

アマミアメンボの定位行動に関する生物・物理的解析 

１.目的   

アメンボが流れのある水面で一定の位置を保つ定位行動については，水流に対する保留走性

として認識されているが，詳細な行動様式を解析した例はなく，どのような刺激に対して走性

を示しているのかはっきりしない。 
私たちはアメンボの定位行動について，果たしてそれが保留走性と呼んでいいものかという

疑問を解消するために研究を進めることにした。 

２.方法   

アメンボは沖縄本島で最もよく見られる大型アメンボであるアマミアメンボを対象とした。

アメンボの採集に関してはアンケート調査の結果，よく見られた場所を選定し，併行して野外

調査も行った。 
採集したアメンボは室内において行動解析を行った。測定項目は光に対する走性，音に対す

る走性，風に対する走性，水流に対する走性，周囲の移動に対する反応であった。測定結果に

ついては生物的・物理的解析を行った。 

３.結果   

アンケート調査の結果，調査地を県総合運動公園と定めた。アマミアメンボはある程度の水

流に対して流れに逆らって一定の位置を保つ定位行動を示したが，水流が速くなりすぎると川

辺の藻などにしがみついて流されないようにしていた。室内実験の結果，アマミアメンボは野

外と同様に水流に逆らう行動を見せた他，風に対しても逆らって定位した。 
一方で風景が移動すると，目標物を追いかける行動を取った。さらにこれらの行動は片眼を

覆った際には鈍くなり，両眼を覆った際には定位行動を取らなくなった。アメンボの一連の定

位行動は中脚の動きを主とした行動であり，水面と体表との距離が 1.9mm と非常に近接してい

た。さらにアマミアメンボの定位行動地における接水面にはくぼみが観察できた。 

４.考察   

アマミアメンボの定位行動は，水流や風に逆らう行動であり，それによって体の位置を一定

に保っていたが，水流が速すぎるなどの条件では定位行動を行わなかったため，生得的な行動

である走性と言い切るのは不可能であると考えられる。また，景色が移動すると目標物を追い

かける行動を取ることから，アマミアメンボの定位行動は何らかの目標を定めて，その目標物

と自分の位置を視覚的に確認して目標物に近づく行動であると考えられた。 
 アマミアメンボの定位行動を物理的に解析した結果，中脚で推進力を得て行動しているこ

とが分かった。アマミアメンボの水面における行動時には水面と体表がかなり接近しているこ

と，接水面がくぼんでいることから，アマミアメンボは船のかいのように中脚を動かしている

のではなく，くぼんだ水面を蹴ることによって推進力を得ていると考えられる。 
これをまとめるとアメンボの中脚は，水に対して弾性衝突をしていると考えられる。さらに

アマミアメンボの体は空気抵抗を無視できる程度に十分に小さい。これは運動量保存則と力学

的エネルギー保存則が成り立ち，作用反作用の法則が成り立つことを意味する。つまりアマミア

メンボは脚で水を押しのける力をそのまま推進力として利用していると考えられる。 
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佳作 
生物 

沖縄県立北山高校 

             新城 航也    山口 宙    真栄田 星花海    新垣 柊人    比嘉 智也    渡

邉 鼓太朗   玉城 憂人 

今帰仁村内の河川調査 Ⅲ  

～瀬切れ及び出水撹乱からの水生生物の回復過程～ 
１.目的  

北山高校の位置する今帰仁村には、志慶真川と大井川があり、大井川では 2017 年 12 月頃か

ら 2018 年 6 月までの半年間、瀬切れ現象が続いていた。そこで、本調査では志慶真川の継続調

査と、大井川の水が戻ってからの水生生物の回復過程を調査した。 
また、瀬切れ解消後の水生生物の侵入経路を把握するため、上流の支川を探して調査した。

さらに、2019 年 6 月には集中豪雨があり、河川の増水が続いたため、出水攪乱からの水生生物

の回復過程も調査した。 
２.方法  

２河川ともに調査地点を St.1(中流)、St.2(上流)の２地点を設置した。さらに、大井川では水

生生物の侵入経路把握のため、新呉我山橋の支川（4 地点）と本川上流の伊豆味小中学校前（1
地点）を調査地点として追加した。水質調査では、水温、ＣＯＤ、ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ、亜硝酸ｲｵﾝ、硝

酸ｲｵﾝ、ﾘﾝ酸ｲｵﾝ、全硬度、pH、透視度を測定した。 
水温は水温計、透視度は透視度計、その他 7 項目は、パックテストを用いた。水生生物調査

では、タモ網を使用した 2 種類の定量調査、すなわち、一定面積調査（25cm 方形枠で 4 回採集）

と一定時間調査（3 人で各 20 分間採集）を実施し、データを集計・解析した。 
３.結果  

2 河川の水質を平均値で比較すると、志慶真川の方が大井川よりも、COD、ﾘﾝ酸、ｱﾝﾓﾆｳﾑ、

亜硝酸、硝酸がともに低い数値を示した。大井川では、川に水が戻ってから水生生物の種数・

個体数が増加し、造網型トビケラ類は約 3 ヶ月後にピークに達した。 
2019 年 6 月上旬に集中豪雨があり、その後の 6 月の調査では種数・個体数が共に減少するが、

8 月になると回復傾向にあった。瀬切れ解消後の水生生物の回復期間よりも、出水攪乱後の回復

期間の方が短かった。支川の４地点ともに本川で見られる水生生物が多数確認できた。 
また、７月の調査では、St.1 よりも上流である伊豆味小中学校傍の地点でも調査し、ここで

も多数水生生物を確認することができた。 
４.考察  

水質は志慶真川の方が良い。大井川は 2 地点ともに水が戻ってくる前と同様に悪い。大井川

上流地点の水質階級の悪さは、周辺の耕作地や農薬に影響を受けている可能性がある。造網型

トビケラ類が優占する（極相に達する）約 3 ヶ月後には、ある程度、水生生物相が回復するも

のと考えられる。大井川の本川への水生生物の侵入経路は、新呉我山橋下流に流入する支川と

伊豆味小・中学校前を流れる上流河川からの侵入が考えられる。 
これらの支川や上流においては、水生生物が比較的多く確認できたため、流下によって水生

生物は本川に侵入できると考えられる。 
また、増水後の水生生物の回復過程は、瀬切れからの回復過程よりも短期間で回復すること

が推測された。これは、増水によって全ての水生生物が海に流されるのではなく、河川環境の

中で何らかの退避場所を確保している可能性が考えられる。 
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沖縄県立向陽高等学校 

            新垣 瑠良華    新里 凜    城間 里沙子    寺下 七海    内間 ひより    金

城 未夢    仲村 友花 

飼育下におけるシリケンイモリの成長と繁殖Ⅴ 

および高校周辺の生息環境について 
１.目的  

沖縄の固有種であるシリケンイモリの生態について長期飼育を行うことで、その謎に迫る。昨年、

繁殖可能に達する年数を飼育下で 3 年かかると確認。今年度は繁殖行動を起こす気象条件について、

人工的に気象条件を早めることで検証を目指す。 
また、緩やかに続く成長がどこまで続くのかも確認する。また、沖縄島南部地域で生息地の減少に

ついて考察する。 

２.方法  

繁殖可能に達したと思われる個体については小型水槽に数匹づつ水中飼育を行い、上陸 1 年目未満

の個体は大型ケージに泥をいれた陸上飼育を行う。 
月 1 度の全長・体重の測定を続け、9 月 17 日より、生殖行動を確認する個体は雄雌複数のペアで

人工気象装置に入れ、気象条件（気温・日長）を 2 ヶ月先の 11 月の条件へ調整し以降、気象条件を

先にずらして 12 月上旬まで飼育を行う。繁殖期に生息状況および繁殖について野外でも確認する。 

３.結果  

①9 月より人工気象装置で気象条件を変えて、3 ヶ月飼育したが、繁殖行動の変化は見られなかっ

た。 
②繁殖行動は、親個体及び昨年産卵した 5 年目の雌、4 年目の雌が産卵を野外 
と同時期（12 月下旬～1 月）に観察された。繁殖行動はほぼ毎年行うと思われる。 
③上陸 5 年目の個体１、２は緩やかだが 10ｍｍ程度の全長の成長と２～３ｇの体重の増加が見ら

れた。比較として、野外で 2014 年に採取した親個体は、成長が見られない。 
④上陸 1 年未満の成長については昨年と同様の結果である。 
⑤南城市の良好な生息地において、個体数の大幅な減少が確認できた。 

４.考察  

①繁殖行動は近年、同属のアカハライモリにおいて性フェロモンによって誘導されることが解明さ

れており、シリケンイモリも季節の変化により気温や日長など環境要因の変化を感じ、繁殖行動が誘

発されると想定されるが、単純に人工的な気温や日長条件を早めるだけではその行動は早まることは

出来ないと思われる。 
②自然条件下に戻し飼育をしたところ、自然条件下のイモリとほぼ同時期に繁殖を開始したことか

ら、飼育条件（水槽の広さ、人工的な照明の明るさの改善：自然光に近づける）など実験の改善を行

うことで繁殖を早めることができるかもしれない。 
③飼育下でイモリの成長は雌が 160ｍｍに到達する上陸７年あたりで成長が止まり、雄は 120ｍｍ

程度まで成長を続ける（あと 2 年飼育を行うことで判明する）と考える。 
④南城市の大きな繁殖地(垣花湧水)で数年前と比較し、１／１０面積で生息が減少している。水田

など止水環境の保全がイモリの生息地保全に重要だと考える。 
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沖縄県立辺土名高等学校 

阿賀嶺 礼旺    比嘉 良    金城 尚輝    伊勢田 楼子    儀保 雄大 

オキナワアオガエルの卵塊に湧くウジ 

１.目的   
カエルは両生類の中で最も種類数が多く、日本には 44 種（亜種も含む）記録されている。そ

のうち沖縄には、固有種が 11 種生息し、その 1 種にオキナワアオガエルがいる。オキナワアオ

ガエルはアオガエル科の仲間で低地から山地にかけて広く生息し、繁殖最盛期は 1 月～2 月で、

水辺の植物や石の下、地面の割れ目などにクリーム色で泡状の卵塊を産む。    
１つの卵塊から 200～500 匹程度のオタマジャクシが誕生するが、その卵塊に卵を産み付ける

ハエがいることを知り（大谷 2017．）、その実態を調査することにした。 
２.方法  

調査方法は、オキナワアオガエルの繁殖期に夜間車でゆっくり走り、鳴き声の聞こえる所を

調べた。後日明るい時間帯に鳴き声の聞こえた周辺で卵塊を探した。 
2018 年 1 月から 3 月にかけて多く卵塊を発見した 2 地点において、2018 年 12 月から 2019

年 4 月 9 日まで寄生の有無を観察した。 
発見した卵塊には側に杭でラベルを打ち孵化または死滅するまで観察した。そのうちウジの

寄生が確認された卵塊は持ち帰り観察した。 
３.結果  

１）オキナワアオガエルの卵塊に寄生されたウジの確認 
2018 年 3 月に地点 A で寄生された卵塊を発見し、卵塊ごと持ち帰り数日観察したところ、

胚は寄生したウジに全て捕食された。 
２）地点 A における 2018 年 12 月から 2019 年 4 月 9 日までの卵塊観察 

2018 年 12 月 12 日にオキナワアオガエルの鳴き声を地点 A で確認したが、その後しばら

く産卵はされなかった。その後 1 月 8 日に 3 つの卵塊を確認してから、3 月 12 日までに

合計 66 個の卵塊が産卵された。そのうち寄生された卵塊は 2 月 13 日に発見した 1 個のみ

であった。 
３）地点 B における 2019 年 1 月 9 日から 2019 年 1 月 28 日までの卵塊観察 

今回の調査においては 2019年 1月 15日にのみ 1個の卵塊が確認されたのみでウジの寄生

は無かった。 
４.考察   

今回の調査では 2 地点合わせて 67 個の卵塊が確認され、そのうちウジが寄生していたのは 1
個のみであった。地点 A では、期間にして 63 日間で 1 個と考えると少なく感じるが 1 個の卵塊

から生まれる幼体の数は 200～500 匹ほどである。 
また、今回の調査では卵塊ごと寄生したウジを回収したが、一つの卵塊に 30 匹以上のウジが

寄生し、それが成虫になり繁殖を行っていくことを考えるとオキナワアオガエルに及ぼす影響

は多大であると考えられる。 
オキナワアオガエルの繁殖期は 12 月から 5 月なので、それ以外の期間は別の生物に寄生して

いると考え、同じアオガエル科であるシロアゴガエルの卵塊に対して寄生の有無を調査したが、

まだ卵塊を 6 個しか確認できておらず、どれも寄生はしていなかった。 
寄生ハエの正体であるが、オキナワアオガエルの卵塊に寄生する種としてベトナムウリンク

ロバエが報告されている。今回採集されたハエはまだ未同定だが、見た目や特徴から考えると

同種である可能性が高い。 
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當山 全翔 

沖縄本島産コモリグモの研究 

～コモリグモの育児習性について～ 
１.目的  

コモリグモとはコモリグモ科(Lycosaidea)に属するクモ類の総称であり、大きく発達した目と

歩脚が特徴的。同種の多くが地表を歩き回り獲物を捕らえる徘徊性で、｢雌親が卵のうと幼体を

腹部で育てる珍しい習性を持つことからその名が付けられている｣今回、その珍しい育児習性の

一端を明らかにする為、研究を行った。 

２.方法  

以下の三つの仮説を立て、それぞれ検証実験を行った。 
『仮説①:コモリグモは背負った卵のうを奪われると取り戻す習性がある』 

抱卵中のメス個体から、卵のうを取り上げ、クモの視界外に卵のうを移動させる。

１分程度おき、取り上げた卵のうを再度、与える。 
『仮説②:コモリグモは自分の卵のうと、(同種)他個体の卵のうを区別できない』 

抱卵中の同種のメス 2 個体をペアとし（実験①と同様に）卵のうを取り上げ、１分

程度おき、ペア内の別個体に卵のうを与える。 
『仮説③:コモリグモの育児習性は抱卵中の個体にのみ現れる』 

抱卵中のメスと、未抱卵のメスの成体をペアとし（実験①と同様に）卵のうを取り

上げ、１分程度おき、ペア内の別個体に卵のうを与える。 

３.結果  

（仮説①）卵のうが歩脚にふれると慌てたように回収した。また、実験した内の１個体は卵の

うを与えられるまで、何かを探すようなしぐさを見せた。 
（仮説②）13 個体 14 個の卵のうを使用し、実験した（卵のうの内 1 つは死んだ個体の卵のう

を使用）実験した個体全てが卵のうを回収した。 
その内、9 個体が幼体が育つまで子守を続けた。それ以外は、2 個体が回収した卵の

うを抱卵中に死亡。残りの 2 個体が回収はしたが、その後、卵のうを離し回収しな

かった。多くの個体が卵のうを取り上げられた際に何かを探すようなしぐさが見ら

れた。 
（仮説③）口にくわえ回収した。卵のうを取り上げた際何かを探すしぐさが見られた。 

４.考察  

仮説①のとおり母コモリグモは失った｢卵のう｣を、回収する習性がある。 
仮説②のとおり母コモリグモは自己の卵のうと、他個体の卵のうの区別ができない。仮説③

のとおり未抱卵の個体には育児習性はない。 
さらに、すべての実験を通してコモリグモから卵のうを取り上げた際、何かを探すようなし

ぐさがあったことから、抱卵個体が卵のうを失った事実を認識しており、独自の行動の理由だ

と考えられる。 
以上のことからコモリグモの育児習性は、母個体と卵のうのどちらをも守り、子孫を残すの

に有利ではないかと考えられる。 
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大城 満    比嘉 佑斗    上間 勝吾    山内 佑真 

大宜味村に生息するクワガタムシの種類と活動時期・ 

種間関係・移動距離についての研究 
１.目的  

学校周辺に生息するクワガタムシの種類及びそれぞれの活動時期・活動ピーク、全長や個体

変異によって活動時期に違いがあるのかを調査した。また、クワガタムシの行動範囲や移動距

離、調査地周辺の個体数を推定する目的で標識再捕獲法を行った。 
２.方法  

バナナトラップを作成して大宜味村内に設置し、集まったクワガタムシを採集した。採集し

たクワガタムシは、採集日、種類、雌雄を記録し、ノギスを用いてサイズ（全長）を測定した。

一部のクワガタムシの雄は、大歯型・中歯型・小歯型の３つの個体変異に分類した。採取され

たオキナワヒラタクワガタ及びオキナワノコギリクワガタの前翅に油性ペンで標識を行い、バ

ナナトラップから５０メートルの地点に放して再度採集（捕獲）を試みた。 
３.結果  

（１）活動時期と全長および個体変異 
①オキナワヒラタクワガタ 全期間で採集でき、雌雄合わせて 365 個体を採集した。

個体変異別出現割合は、大歯型が 8.4％、中歯型が 51.8％、小歯型は 39.8％であっ

た。 
②オキナワノコギリクワガタ 6/28 から採集個体数が徐々に増え、7/10 には、57 個体

が採集された。個体変異の出現割合は、大歯型が 28.4％、中歯型が 34.9％、小歯型

は 36.7％であった。 
③リュウキュウコクワガタ 合計 57 個体が採集された。7/13 に 13 個体が採集された

のがピークで、9/30 まで採集された。 
（２）標識再捕獲法 標識個体を再捕獲することができなかった。 

４.考察  

（１）活動時期、全長・個体変異および種間関係  オキナワヒラタクワガタは、５月から

10 月まで継続的に採集された。大型個体の採集時期は、ある一定の時期に集中するこ

とはなく、個体変異で採集時期に偏りはなかった。 
オキナワノコギリクワガタは、7/10 に採集ピークとなった。大型個体の採集もピー

ク時に集中しており、短命で集中して活動していると考えられる。 
リュウキュウコクワガタは採集個体数が少なかった。３種類のクワガタムシの採集日

と採集個体数を１つの図にまとめると、オキナワノコギリクワガタの採集ピーク時にオ

キナワヒラタクワガタの採集個体数が落ち込んでいる。このことからオキナワヒラタク

ワガタとオキナワノコギリクワガタの間で餌（バナナトラップ）を巡る種間競争が起

こっていると考えられる。 
しかし、リュウキュウコクワガタの採集ピークと重なるため、オキナワノコギリクワ

ガタは、オキナワヒラタクワガタを餌場から排除する一方、全長の小さなリュウキュウ

コクワガタは排除しないと考えられる。 
（２）標識再捕獲法  再捕獲できなかったため、クワガタムシの移動距離は私たちが考える

よりもずっと少ない可能性がある。または、個体群及び移動距離が大きく、広い範囲に

分散した可能性がある。 
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         比嘉 佑斗   金城 尚輝   大城 満   石井 千啓   上間 勝吾           

玉城 愛子   饒波 誠大 

島ヤギの嗜好性の研究Ⅱ 

～ヒージャーは外来植物駆除の救世主となれるか～ 
１.目的  

沖縄の方言で「ヒージャー」と呼ばれるヤギは、琉球王朝時代から飼育されている家畜であり、沖

縄では食用として人気が高い。本校では現在 5 頭を所有している。ヤギの餌のほとんどは校庭や学校

周辺に生えている植物を利用しているが、世話をしている中で好んで食べる植物と食べない植物があ

り、私たちヒトと同じようにヤギにも食べ物の好き嫌いがあるのか気になった。  
また、近年問題となっている外来植物を食することがわかれば、外来植物の駆除に有効なのではな

いかと考え、研究をはじめた。 
２.方法  

Ⅰ．嗜好性実験：ヤギの食性について専門家や飼育者から聞き取りをしたり、文献やインターネッ

トで調べた情報を元にヤギが好むとされる植物で、校庭や学校周辺に生育しているものを選び

出し、その中の 2 種類を同時に見せ、どちらを選んで食するか、という実験を行った。 
Ⅱ．特に警戒すべき外来植物の摂食実験：外来植物の中で、駆除に苦慮している特定外来生物のツ

ルヒヨドリ、アメリカハマグルマ、シロノセンダングサについて摂食実験を行う。また、それ

らの植物が繁茂する場所での除草効果についても観察する。 
３.結果  

Ⅰ．嗜好性実験：2019 年 9 月の実験における嗜好性の高さを、等号不等号を使って表すと「もも」

バナナ＞シマグワ＝タイワンウオクサギ＝アカメガシワ、「一郎」タイワンウオクサギ＞アカ

リファ＝シマグワ、「今之介」タイワンウオクサギ＞オオバギ＞バナナ＝アカメガシワの順と

なり、個体差による嗜好性の違いが大きいことがわかった。 
Ⅱ．特に警戒すべき外来植物の摂食実験：シロノセンダングサは 3 個体とも好んで食べる。ツル

ヒヨドリについても摂食することがわかった。アメリカハマグルマについては、刈って与える

とあまり食しないが、生えている状態では新芽などの先端部分を食べることが確認された。 
４.考察  

嗜好性実験については、スポーツにおける対戦方法を参考にして、独自に考えたものである。別日

で 2 回、同じ実験を行ったが、結果が異なっていたので、1 対戦 5 回というのが、少なかったと考え

る。回数を増やすことでその個体の嗜好性をはっきりさせたい。 
雌雄による違いや成長段階、季節による嗜好性の変化なども考えられる。今後は年間を通しての研

究を継続し、もっと多くのことを明らかにしていきたい。嗜好性実験については、専門家の意見も参

考にして別の方法での実験も検討する。 
外来植物駆除についての有効性については、ツルヒヨドリやアメリカハマグルマ、シロノセンダン

グサの 3 種ともに一定の除草効果が得られた。離乳してから意図的にアメリカハマグルマを食するよ

う誘導していた「今之介」は、他の個体よりもアメリカハマグルマへの嗜好性が他の個体よりも高い。 
沖縄中に広がっているシロノセンダングサについては本校の 3 個体はもちろん、他の飼育者のヤギ

についても好んで食すると聞いている。沖縄在来の家畜である島ヤギについて食用としての価値以外

の有効な活用法について今後研究していきたい。 
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佳作 
地学 

沖縄県立那覇高等学校 

嘉手川 智穂     名護 姫奈      宮良 かのん   片山 春乃       

喜久里 美晴夏   伊計 輝    長嶺 ゆりか 

黒点と ENSO について 

１.目的   

昨年度の研究結果から台風の発生個数は黒点の極大期の２〜３年後に上昇するということが

分かった。 

今年度はエルニーニョ・南方振動（以下略称「ＥＮＳＯ」）に注目し、黒点の相対数が増える

と海水温が高くなるのではないかと考え、黒点の相対数とＥＮＳＯの太平洋での監視海域であ

る「ＮＩＮＯ．３」での基準温度の変化との関連を明らかにすること及び、台風の発生個数が

極大期の 2〜3年後に上昇したことが海水温の変化と気圧の変化が関連しているのかを調べるた

めに、ＥＮＳＯと台風の活動の関連を明らかにすることにした。 

２.方法  

研究１「黒点とＮＩＮＯ．３について」 

 ＮＩＮＯ．３の海面水温が上昇するとき、黒点の相対数も増えているのではないかと仮定

し、1951〜2017 年までの海面水温基準値との差と黒点の相対数、台風の発生個数をグラフ

化し比較検討する。 

研究２「ＮＩＮＯ．３と台風について」 

 台風の発生個数が極大期の 2，3 年後に上昇した原因がＥＮＳＯにあるのかを調べるため、

1951〜2018 年までの台風の寿命・最低気圧・最大瞬間風速・強風域の最大直径・暴風域の

最大直径にどの程度作用するのかを調べた。 

３.結果   

研究１の結果：台風の発生個数と同様に、黒点の極大期（太陽活動が活発になる時期）の２

〜３年後に上昇する傾向がみられた。ＮＩＮＯ．３が２〜３年後に上昇するのは、海面水温が

暖められるのに必要な期間なのではないかと考えられるが、他の要因も考えられるので、それ

だけで判断するのは難しいと分かった。 

研究２の結果：ＮＩＮＯ．３の海面水温が高くなると台風の寿命が長くなること、暴風域ま

たは強風域の最大直径が大きくなる傾向があることが分かった。また、ＮＩＮＯ．３の海面水

温が高くなっても、最大瞬間風速が速くならないと分かった。 

４.考察   

今回の研究から、ＮＩＮＯ．３の海面水温と黒点の相対数・寿命・暴風域または強風域の最

大直径とそれぞれ関連する傾向にあることが分かった。 

また、黒点・ＥＮＳＯ・台風の 3 つが関連しあっていることが分かった。しかし、どうして

なのか原因を突き止めることはできなかった。次回は、これらの研究の結果の原因と発生地や

経路との関係を調べていきたい。 
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佳作 
地学 

沖縄県立球陽高等学校 

仲村 新夏   饒辺 真奈   國吉 健斗   上里 哲大   山岸 大輝 

海洋酸性化が炭酸カルシウムに与える影響 

１.目的  

今日、様々な地球規模の環境問題が議論されている。その中で私たちは、「海洋酸性化」に注

目した。「海洋酸性化」とは、大気中の二酸化炭素が海洋に過剰に溶けることで起き、海水の pH

が長期的に減少する現象である。沖縄の重要な観光資源であるサンゴ礁を構成しているアラゴ

ナイト質の炭酸カルシウムは「海洋酸性化」による影響をより受けやすいと考えられている。 

今回は「 CO2 によって pH が低下すると、サンゴ片は海水中に多く溶ける」と考え、海岸に

堆積するサンゴ片（アラゴナイト）が「海洋酸性化」によってどのような影響を受けるのかを

調査する。環境破壊の原因を探り、沖縄の白い砂浜を守る保全方法を探ることを目的とした。 

２.方法  

容器に採集してきた海水に CO2 を溶解させ、pH を調整した溶液（「酸性化海水」とした。）

を作る。砕いたサンゴ片を一定量それらに浸し、20 日間放置する。 

その後、サンゴ片を取り出して、乾燥させて質量を量り、実験前後の質量変化を調べる。 

３.結果  

pH が比較的低い場合にサンゴ片は実験前後でやや白く変色し、海水中には粉状のサンゴ片が

多数観察された。 

また、pH が低い海水ほど、サンゴ片が実験前に比べて質量が大きく減っていた。pH が比較

的高い海水では、実験前後においてサンゴ片の質量の変化にはばらつきがあった。 

４.考察  

実験後、pH が比較的低い場合に粉状のサンゴが確認され、サンゴ片が白く変色したことから、

サンゴ片の表面や結合が弱い部分が酸性化海水に浸したことで溶けだしたと考えられる。 

また、pH が低いほど酸性化海水に溶解したサンゴ片の質量が多く、これは「 CO2 によって

pH が低下すると、サンゴ片は海水中に多く溶ける」という今回の研究仮説を裏付けるものと

なった。今回は短期間（20 日間）で実験を行ったが、「海洋酸性化」が長期に及ぶとさらに溶け

る量が増えると予測できる。 

このことから、観光資源の１つである沖縄の白い砂浜やサンゴに影響が出るのではと懸念さ

れる。今回、pH が高い資料はサンゴ片の質量が増加する傾向にあった。これは、海水中に含ま

れるカルシウムイオン(Ca²⁺)と炭酸イオン(CO₃²⁻)が化合して炭酸カルシウム(CaCO₃)を生成す

るという海水が本来行う反応が、酸性海水による炭酸カルシウム(CaCO₃)を溶解する反応を上

回ったためと考える。 
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佳作 
産業 

沖縄県立沖縄水産高等学校 

伊敷 優人   城所 美月妃   崎浜 盛翔   西江 喜希   宮里 朱武   宮平 聖規 

シラヒゲウニの完全陸上養殖を目指して 

１.目的   

沖縄県内ではシラヒゲウニの漁獲量が年々減少し、2013 年から沖縄県北部の地域では漁獲が

禁止されている現状である。私たちはこの現状に対し、シラヒゲウニの種苗生産・中間育成、

販売までを行う完全陸上養殖のシステムを確立することを目的としました。 
今回の実験では葉野菜の廃棄野菜を使用して、実験餌料別での体長の成長の比較実験、コス

ト面の比較実験を行った。 

２.方法   

体長の成長の比較実験として、葉野菜のキャベツ・レタス、ハクサイと陸上植物のバナナの

葉の 4 種類を実験餌料とし、各実験餌料にシラヒゲウニ 110 個体を使用した。給餌は 1 日で消

費できる量を毎日給餌した。実験は 61 日間行い、1 ヶ月ごとに体長の測定を行った。 
コスト面の比較実験として、各葉野菜の 1 玉あたりの重量と金額から、実験期間の給餌量

45750g を準備するのに必要な金額を求めた。 

３.結果   

体長の成長の比較実験の結果、61 日間の期間でキャベツ 18.3mm、レタス 14.1mm、ハクサ

イ 11.3mm、バナナの葉 5.6mm の成長がみられた。陸上植物と葉野菜の間では、シラヒゲウニ

の成長が 2 倍以上の差が出る結果となった。 
コスト面の比較実験の結果、61 日間のシラヒゲウニの給餌量を確保するのにキャベツ 8336

円、レタス 10864 円、ハクサイ 12695 円のコストがかかることが分かった。 

４.考察   

体長の成長の比較実験とコスト面の比較実験の結果から、葉野菜のキャベツがシラヒゲウニ

の餌料として最も適していると考えられる。 
沖縄県では 2018 年、キャベツ 3240 トン、レタス 2554 トン、ハクサイ 0.9 トンの流通量が

あった。そこで 1 玉あたりの外葉の割合を調べ、流通量の外葉にあたる量を求めた。さらにそ

の外葉の量でどのぐらいの個体数のシラヒゲウニの 1 年分の給餌量をまかなうことが出来るの

かを求めた。 
その結果、1 玉あたりの外葉の割合はキャベツ 8.7%、レタス 25.5%、ハクサイ 3.3%となった。

流通量にこの値をあて外葉の量を調べると、キャベツ 281 トン、レタス 651 トン、ハクサイ 0.03
トンとなった。 
これを今回の実験の総給餌量 45750g を基に算出すると、キャベツは 113,266 個体分、レタス

は 261,697 個体分、ハクサイは 11 個体分をまかなうことが出来る結果となった。 
外葉は主に廃棄野菜として処理される。しかしこの廃棄野菜をシラヒゲウニの餌料として利

用できれば、キャベツ・レタス、ハクサイの 3 種類の外葉で計 374,974 個体分の 1 年間の給餌

量をまかなうことが出来る。 
廃棄野菜を利用した給餌方法を取り入れ、新しい完全陸上養殖のシステム作りに取り組んで

いく。 
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佳作 
産業 

沖縄県立沖縄水産高等学校 

上原 涼音   川満 昴瑠   田中 浩太   玉城 翼   山城 里衣菜   與那嶺 智大 

沖縄県産フルーツ魚の開発 

１.目的  
フルーツ魚とは柑橘類を餌に加えることで魚臭さが抑制され、柑橘の香りがする養殖魚であ

り、様々な品種が商品化されている。沖縄特産の柑橘にはヒラミレモン（シークヮーサー）が

あるが、ほとんどは搾汁加工され、大量に出る残渣が問題となっている。 
私達は、この残渣を有効活用したブランド養殖魚を開発し、地域漁業を活性化したいと考え、

研究に取り組んでいる。これまでの成果として、配合飼料とヒラミレモン成分の混合飼料の作

成方法を確立し、ハマフエフキ、マダイを対象に果実よりも遠心搾汁のパルプ（残渣）が非常

に高い効果があることを確認した。 
今年度は他魚種への効果と更なる付加価値の検証を行った。 

２.方法  
スギを対象に次の実験を行った。 

①遠心法搾汁パルプ混合飼料を通常の飼育時と同量給餌し、２日毎に取り上げて刺身の試食ア

ンケートを実施、これらを継続して 13 回実施した。 
②①の魚肉中の柑橘香料成分（リモネン、テルピネン、シメン）含有量の測定を行った。 
③柑橘の抗酸化成分による血合肉の褐変遅延（鮮度維持）効果を目視・色彩色差計により検証

した。 
④効果が得られる十分量を与えた後に給餌を停止し、毎日取り上げ、魚肉中の香料成分含有量

の測定を継続して９回行った。⑤シークヮーサースギと通常の養殖スギを食べ比べる一般向

け試食アンケート調査を実施した。 
３.結果  

①「柑橘類の香りを感じる」と答えた割合は、給餌２日目から 90％を超え、10 日目には 100％、

また「強く感じた」は 12 日目に 85％に達した。 
②給餌 10 日目頃にかけて含有量は増加し、更に試食アンケートの「強く感じた」の割合との相関

がみられた。 
③捌いて３日目までの血合肉を通常の養殖スギと比較すると、色彩色差計による赤みを示す数値に

差がみられ、目視でも残渣を給餌した方が濃い赤色を示した。 
④日数の経過による含有量の明確な変化はみられなかった。 
⑤多くの方にヒラミレモンの香りや魚臭さの抑制効果を実感して頂くことができ、商品化を期待す

る多くの声を頂いた。 
４.考察  

①②の結果より、十分な効果が得られるスギへの給餌量は、10～12 日で十分量に達すると考

えられる。③より、ヒラミレモンの抗酸化物質による褐変遅延効果の可能性が示唆された。品

質保持、流通面で大きなメリットが期待できる。④より、給餌停止後もその効果が長期間維持

されることから、活魚での出荷・流通への制限は小さいと考えられる。以上より、スギはこれ

までの２魚種と比較しても短期間で高い効果が得られ、食味の良さや沖縄でのみ養殖されてい

るなど、ブランド化において大変有望な魚種だといえる。 
私達の研究成果は、廃棄されるパルプを有効活用して付加価値を高め、天然資源に依存しな

い新たなブランド養殖魚を開発するという沖縄の農業・漁業に貢献できる技術である。フルー

ツ魚で搾汁パルプを利用した例は無く、現在、本技術の特許を申請中である。 
また本格的な販売に向けて商標登録も予定している。本技術は様々な養殖魚種への応用が期

待できるため、多くの県内漁業者へ技術を提供・普及できるよう研究を継続していきたい。 
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佳作 
産業 

沖縄県立浦添工業高等学校 

横田 雷大   與那嶺 英優   石橋 葵   森山 大貴   内間 雄一郎   大城 茉梨   大

城 鈴音   宮里 良斗   長浜 光麗 

沖縄県産品の魅力を活かした商品開発Ⅱ  

～「産」「学」「官」連携スタート!!～ 
１.目的  

沖縄県産品を活用して付加価値を高めた商品開発を目指した。また、県産品の魅力をより多

くの人に知ってもらい、産業の活性化にも繋げることを目標にした。 

２.方法  

（１）アンケート調査を実施し、消費者のニーズを調べた。 

（２）アンケート調査を基に新商品の開発、改良を行った。 

（３）産学官の連携を目指し、活動の幅を広げることを目指した。 

 

３.結果  

アンケート結果より、固定式でコンパクトな商品が気軽に多くの人が購入できることがわ

かった。そのことを踏まえて新商品を製作した。その後、再度アンケート調査や聞き取り調査

を実施した。 
その結果、販売を想定していた価格より、消費者（アンケート回答者）の販売希望価格は３

０％～４０％程度低いことがわかった。 
しかし、家具製作の専門の技能士に価格のアンケートに協力してもらった結果は、ほとんど

の商品で想定価格の１００％～１２０％程度の価格帯となった。 

 

４.考察  

消費者には想定価格より３～４割程度価格のずれが生じることが考えられるが、商品化を目

指す際にギャップをどのように埋めるかを検討した。 
【方法】 
・商品化する際の価格設定は、想定価格の８０％～９０％を目指す。 
・沖縄県産品の適正な価値、魅力を伝えて商品の「ブランド化」を目指す。 

 
今後は、「沖縄県産品の魅力を活かした商品開発」を通して、県産品の価値や魅力をより多く

の人に伝えて、産業の活性化を図る。 
また、商品化した作品を継続した製作と販売ができるようにして、商品や活動を継続するこ

とで認知度を上げ、「ブランド化」を目指す。 
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佳作 
産業 

沖縄県立北部農林高等学校 

   嵩原 直   桑江 良喜   宮城 幸大   大城 来希   喜瀬 悠真   比嘉 亮晟    

大城 泰洋   川上 乃愛 

キノコの生産拡大に向けた取り組み  

～北農スタイルの確立を目指して～ 
１.目的   

私達は科目「農業と環境」の授業の中で、本校が位置する沖縄県本島北部には、「やんばるの

森」と呼ばれる国内最大級の亜熱帯照葉樹林が広がっており、森林の多面的機能を活かした様々

な活動が行われていること。そして、近年はその豊富な森林資源を活かしたキノコ栽培が盛ん

に行われ、新たな産業として注目を集めていることを学びました。 
しかし、県産キノコの流通量を見てみると、その割合はおよそ 6 割にとどまり、鍋物の需要

がある冬場に比べ、夏場は売り上げが減退するという現状についても知ることが出来ました。 
そこで私達は、地域や関連機関との連携を図り、キノコの生産拡大や消費拡大に向けた様々

な取り組みや活動。北農スタイルの確立を目指して研究に取り組むことにしました。   
２.方法  

１）周年栽培を目指したキクラゲの栽培  
 キクラゲはその大部分を中国など、海外からの輸入に頼っている。そこで、県内で 
「安心・安全・新鮮」なキクラゲを、シイタケノの閑散期である夏場に栽培できれば、 
生産拡大に繋がるのではないかと考え栽培に取り組んだ。また、農家聞き取り調査や市 
場調査により経営試算を行った。 

２）ウスヒラタケ復活を目指した取り組み 
 ウスヒラタケは癖が無なく、幅広い料理に使われる人気のキノコである。しかし、傘が 
破れやすく、収穫後の日持ちが悪いなどの理由から、県内では流通もほとんどなく、近 
年は生産者自体も少なくなった。そのため、県外より種菌を導入し試験栽培を行た。 

３）キノコの加工や流通、活用方法についての研究  
 キノコは乾燥や冷凍など、加工することで保存性が高まり、栄養価や食味もアップするこ

とを学習した。そこで、栽培の目処が立ったウスヒラタケの冷凍加工に取り組んだ。冷凍

したことで黄色く変色し、解凍時のドリップも目立ったが、佃煮にする事でキノコ本来の

旨みが残り、予想以上の高評価を頂くことが出来た。 
３.結果  

１）夏場のキクラゲ栽培や人気のウスヒラタケ栽培に成功した。 
２）北農産キノコの周年栽培が可能になり、生産・消費の拡大や経営の安定化まで望めるよ

うになった。 
３）乾燥や冷凍などキノコの加工方法や調理についても研究し、試食会では好評を得ること

ができた。 
４.考察  

今回の研究活動を通し、地元企業や関連機関など、多くの方々と連携を図ることで、これま

でとは違う視点でキノコ栽培に取り組むことが出来た。課題としては、栽培・経営指針の作成

や加工キノコの成分分析など科学的な調査や加工法や流通方法の研究が挙げられる。 
今後も研究を続け、地域産業の一躍を担える農業高校として成長していきたいです。 
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沖縄県立中部農林高等学校 

  祖堅 美空   町田 遥   池原 さくら   伊山 綾香   久場 鈴菜   髙嶺 奈里    玉

城 瑠奈   仲里 明屋   嘉部 笑美 

伝える！うるまの資源ビーグの香りをとどけ隊 

～藺草の粉末化と加工品開発にむけた取り組み～ 
１.目的   

沖縄県うるま市は琉球畳原料の県内生産量一位を誇っている。沖縄で藺草は「ビーグ」と呼

ばれ地域に親しまれてきた。しかし、時代の進行から生産農家の高齢化と後継者不足、外国産

の安価な藺草の輸入の増加が打撃となり、生産量が激減、現在２８名の組合員で生産は支えら

れている。 
ビーグの知名度調査では県内全域の２００人抽出では「知らない」と答えた人が７０．２％

いた。藺草原料は食品資源としての活用がなく、食品に転用できれば、知名度向上と消費拡大、

食品としての新たな価値が見いだされると考え、ビーグのパウダー化と普及に向けた加工品開

発を目標とした。 
２.方法  

実践１ 食品転用における基礎分析実験 
実践２ ビーグの食品素材としての検討 
実践３ ビーグのパウダー化実験 
実践４ ビーグパウダーを使用した加工品開発 
実践５ 普及活動 

３.結果  
実践１ 分析によって食品にかかる有害な物質は検出されなかった。また、乾燥させると色

調・栄養成分の濃縮、軽量化と保存性が良いことが分かった。 
実践２ 菌の死滅温度と薬事法の制限を解除する「温風乾燥８０℃、３０分のあと乾燥庫に

て８時間の保持乾燥」が最も良い工程だった。 
実践３ ２㎜までのカットは家庭用ミルサーでも行うことが可能であるが、繊維質の強い植

物は特殊な機器を使用しなければ微粉末にできなかった。県内で産業拠点施設と協

力して微粉末ができる事がわかった。 
実践４ ビーグの知名度向上と消費拡大に向けて「ちんすこう」「シュークリーム」「ビーグ

ケーキ」を開発。食品の安全のため理化学検査の一般生菌数、大腸菌群、真菌類及

び官能検査をして、常温で４日間保存可能であることを実証実験により確認できた。 
実践５ メディア等の活用やイベント、中学校訪問による発表を行い知名度向上の取組がで

き、ビーグパウダーを使用した加工品販売と普及活動の実施ができた。 
４.考察  

(１)《見いだす(科学性)》 
    ①科目で学んだ実験、検証方法から品質検査による安全安心が実証できた。 

②ビーグの基礎分析から素材としての価値を見いだせた。 
(２)《繋がる(社会性)》 

③産学官連携した取り組みによってパウダー化の技術を確立できた。 
④地域農家と食品産業を繋げ、パウダー消費に向けた取り組みができた。 

(３)《伝える(指導性)》 
⑤メディア等の活用やイベント活動及び中学校への情報発信ができた。 
⑥地域資源としてのビーグパウダーの普及及び加工品の発信ができた。 
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沖縄県立南部農林高等学校 

仲村 実優   赤嶺 遼弥   安慶名 杏梨   當間 弓月   棚原 怜央   小禄 舜太   

桃原 きずな  金城 愛華   荒井 鈴蘭    津波 京香   嘉数 結衣   眞謝 季莉 

甘藷「ちゅらまる(ぐしちゃんいい菜)」の 

バイオ苗に関する研究 partⅢ 
１.目的  

沖縄本島南部の具志頭地区は甘藷の栽培が盛んな地域である。ここで近年栽培が増加してい

る甘藷の品種「ちゅらまる」は、塊根部は焼き芋用、茎葉部は「ぐしちゃんいい菜」という葉

野菜として流通しており、今後栽培数増加に期待が高まる品種である。 
しかしゾウムシ類の被害による収量減少、農家の担い手不足など多くの課題がある。 
そこで私たちは甘藷のバイオ苗を作出し地域に提供することで、品質の安定・収量増加・付

加価値の向上など、地域の活性化に貢献しようと考えた。 
２.方法 

①ちゅらまるの市場における流通調査を行い、「ちゅらまるの焼き芋」としての可能性を分析

した。 
②キュアリング簡易装置を自作し、貯蔵部屋も確保した上で、甘藷の糖度の上昇を目的とし

たキュアリング処理と貯蔵試験を行った。 
③ぐしちゃんいい菜の成分分析とちゅらまるの食物繊維分析を行った。 
④迅速なバイオ苗の普及を目的とし、バイオ苗の順化講習会を行った。 
⑤地域の小学生に対して出前授業を行った。 

３.結果 
①学校近隣の店舗を対象に焼き芋の流通調査を行った結果、沖縄県産の焼き芋流通量は 0％

で、沖縄県の市場において県外産の焼き芋が人気であることが分かった。 
②キュアリング処理・貯蔵試験の結果、低温多湿下(温度 13℃～14℃、湿度 90％～95％)で貯

蔵した C 区の平均糖度が最も高いことが分かった。 
③ぐしちゃんいい菜は Mg が多いことが分かり、ちゅらまるは他の甘藷に比べ、食物繊維が

豊富であることが分かった。 
④地域に向けて順化講習会を行い、100％の順化成功率を出せた。 
⑤地域の小学生に、ぐしちゃんいい菜とちゅらまるについて理解を深めさせることができた。 

４.考察  
①県外産焼き芋の糖度が高い理由として、キュアリング処理と貯蔵が関係していることが分

かった。 
②沖縄県産甘藷は、キュアリング処理を行うことが萌芽の発生を促すことが分かった。この

ことから、沖縄県産甘藷の収穫後処理は、「キュアリング処理をせず、低温多湿下での貯蔵」

を行うことで糖度を上昇させることができることが分かった。 
③分析結果、ぐしちゃんいい菜は Mg が多い葉野菜で、ちゅらまるは食物繊維が豊富な甘藷

であった。結果、生活習慣病改善に期待できる食材だと分かった。 
④順化技術の確立に成功し、より多くの優良苗を提供する体制を整えた。 
⑤ちゅらまるの出前授業を通して、未来の担い手候補育成を行うことができた。 
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E.C. キリン エレメンタリー スクール 

キャムデン フィスク 

イザイヤ ブライアス 

 僕が見ているものが見えている？  

１．動機 :  僕たちには、色覚異常があり、一人だけ補正眼鏡を持っています。もっと色覚異常につ
いて学びたいと思い、また本当に補正眼鏡は有効なのか確認したいと思いました。 

２．手順  : １．色覚異常の人が補正眼鏡をかけずに Enchroma 色覚異常検査を受ける。 
２．色覚異常の人が補正眼鏡を１０分間かけて目をならす。 
３．色覚異常の人が補正眼鏡をかけて Enchroma 色覚異常検査を再度受ける。 
４．３までの手順を別の色覚異常の人で繰り返す。 

３．結果 :  確かに、補正眼鏡は効果がありました。ほとんどの場合、補正眼鏡で色覚異常の人が通常
色覚にはなりませんでしたが、補正眼鏡で色覚は改善されました。 

４．考察 :  もし もう一度実験をするとしたら、もっと多くの人を使って実験し、それぞれのテスト
をもっと多い回数行いたいです。大人が、テストを仕分けするために時間を測りました。で
も人間はタイマーを止めるのが速かったり遅かったりします。これは私たちのスコアにあま
り関係しなかったと思いますが、考えてみないといけないことです。大人が Enchroma 色覚
異常テストの正解、不正解を記録しました。人間はミスを犯すもので、正解でないのに正解
と記録してしまったかもしれません。ネット上の Enchroma 色覚異常テストは、“普通、軽
度、中度、強度”とだけ表示するべきではないと思います。コンピュータの方が人間よりミ
スがないのでパーセンテージを示すべきだと思いました。 Enchroma 色覚異常テストは、
Enchroma テストで表示されていることと相関していません。例えば、生徒 A が８１％正解
すると Enchroma テストは、“通常色覚”と表示しました。別の日に生徒 A が８６％正解し
ても“軽度２型色覚異常”と表示されました。また、各生徒に出題されたテストの質問数が
異なっていたことにも気づきました。ある時の質問数は、２６問でした。またある時の質問
数は多い時には４４問でした。 

1.  Motive  
We are colorblind and one of us owns a pair of colorblind glasses. We wanted to learn more about our colorblindness and to 
know if colorblind glasses really work.   

2.  Methods  
1.Colorblind person takes Enchroma colorblind test without colorblind glasses. 
2. Colorblind person wears colorblind glasses for 10 minutes so eyes get used to the glasses.  
3. Colorblind person retakes the test with colorblind glasses on. 
4. Repeat first 3 steps with another colorblind person. 

3.  Results  
Yes, the colorblind glasses work. The colorblind glasses did not make the colorblind people have normal color vision most of 
the time; however, the glasses did help people to improve their color vision. 

4. After Thought  
If we do the experiment again we need to test more people and complete each test more times.  

An adult kept track of time for the sorting test. However, humans can stop timers too soon or too 
late. This probably wouldn’t have affected our scores too much, but it is still something to 
consider.   An adult kept track of incorrect and correct answers on the Enchroma colorblind test. 
Humans make mistakes and may have marked a question correct when it wasn’t or a question 
incorrect when it wasn’t. The Enchromacolorblind online test should not just give the description 
of “normal, mild, moderate, and strong.” It should also give a percentage correct since computers 
tend to make less mistakes than humans. The percentages correct for the Enchroma Colorblind 
test do not always correlate in the same way with the labels given by the Enchroma test. For 
example, Student A got 81% correct and the Enchroma Test gave the label as “Normal Color 
Vision”.   Another day, Student A got 86% correct and then the label from the Enchroma Test 
was given as “Mild Deutan”. We also noticed that the amount of questions given to each student 
on each test was different. One time there were as little as 26 questions. One time there were as 
many as 44 questions. A future direction for the last 2 concerns would be to write to the company 
and find out exactly how the computer program determines its labels.  
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地学 
ベクテル エレメンタリー スクール 

ジョナサン キンズリー 

地震について学ぼう 
1．動機 :  地震が起きやすい地域では、高い建造物がどのように設計されているか調べてテスト

してみたいと思いました。エンジニアが摩天楼を建設するために使う原理といくつかの

設計で、加振テーブルを使い実験してみました。 建造物の高さは、地震の起きている

間、その安定性に影響が及ぶのでしょうか、またどのようにすれば建物のデザインは地

震に耐えうる可能性を向上させることが出来るのでしょうか？ 
 
2．手順 :  エンジニアは、地震の横揺れを再現する特別なテーブルを使い、建物の模型をテスト

し 高の設計を決めます。 地震を再現できるよう、自分で加振テーブルを作りました。

レゴを使って摩天楼を作りました。 初に、地震が起きている間、建物の高さがどのよ

うに安定性に影響するのか知りたいと思いました。同じ基本構造と土地占有面積で高さ

の異なる摩天楼を作りました。自作の加振テーブルを使い、摩天楼に地震を起こし、ど

れくらいの被害があったか記録しました。それぞれの摩天楼に対し、地震の規模が同じ

であるように、加振テーブルを引くときには定規を使い、同じ距離だけ引き、地震を起

こしました。結果を記録して比較しました。次に、建物の構造が安定性にどのように影

響しているかも調べました。リサーチをもとに、異なった構造の異なった占有土地面積

の摩天楼を作りました。この摩天楼の高さは全て同じで、加振テーブルを使い同じ規模

の地震を起こしました。各建造物の被害を記録し、結果を比較しました。これでどの工

法で建設した摩天楼が一番安定しているかわかります。 
 
3．結果 :  公平なテストにするため、実験は各高さの摩天楼に対し５回行い、被害の平均を出し

ました。表に結果が示されています。加振テーブルは毎回５ｃｍ引いているので、地震

の規模は、毎回同じです。 
 

   30cm の摩天楼                    50cm の摩天楼                    70cm の摩天楼 
 
 
 
 
 
 
 
30ｃｍの摩天楼に及ぼした          50ｃｍの摩天楼に及ぼした     70ｃｍの摩天楼に及ぼした 
被害の平均高さ：4.4 ㎝             被害の平均高さ：7.４㎝        被害の平均高さ：18.2 ㎝              

 
 
4．考察 : 建物が高ければ高いほど、地震による被害は大きいと思いました。高さの低い建物で 

被害が少なく、高さのある建物でも多くの階が安全なままだったので驚きました。

地震の回数 被害のあった高さ

(cm) 
1 2 

2 7 

3 8 

4 3 

5 2 

地震の回数 
被害のあった高

さ(cm) 

1 7 

2 8 

3 7 

4 8 

5 7 

地震の回数 
被害のあった高

さ(cm) 

1 19 

2 22 

3 21 

4 22 

5 7 
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クバサキ ハイスクール 

ナンシー ガッツウィラー 

 キイロタマホコリカビに対する B12 の効果 

1．動機 : 生涯で３人に 1 人の女性と 2 人に 1 人の男性が癌になると言われています。代替セラピーと

防止措置を介せば、この傾向が継続する必要はありません。癌は、急速な細胞分裂に起因し

ます。癌細胞のようなキイロホコリカビは、とても速い細胞周期を持っており、通常、急速

に成長して分裂します。ですので、これをモデル生物として使用しました。 

 

2．手順 : B12 には細胞増殖を管理する特性があるので、ホコリカビ、粘菌を寒天培地で異なる量の

B12（濃度 0 から 28ｍｇ）を加え培養し、成長・分裂にどのような影響を与えるのか観察し

ました。B12 の量が多ければ多いほどタマホコリカビの細胞周期が長くなると思いました。 

 

3．結果 : 結果は、B12 を与えていない時のホコリカビは、何世代も多くの分裂をし、B12 を 28 ㎎加

えた粘菌は、いまだに 初の世代にあるようでした。 

 

4．考察 : B12 の存在が多いほど変異体（癌）細胞をより十分に処置、コントロール、防ぐことが 

できます。 

1.  Motive  

One in three women and one in two men are expected to get cancer in their lifetime. Through 

alternate therapies and preventative measures, this trend doesn’t have to continue. Cancer is caused 

by rapid cell division. Dictyostelium discoideum, like cancer cells, has a very fast cell cycle, usually 

growing and dividing very quickly. Hence, the use of it as a model organism. 

2.  Methods  

B12 has properties in regulating cell proliferation, so Dictyostelium, a slime mold, was grown in agar 

with varying amounts of B12 (ranging from zero to 28 mg in concentration) to see how it would affect 

the growth and division of the mold. It was thought that the more B12 that was present, the less far 

in the cycle the Dictyostelium would be. 

3.  Results  

Results indicated that even after the Dictyostelium with B12 absent had gone through several 

generations, having divided a lot, the slime molds with 28 mg of B12 still appeared to be in their first 

generation. 

4.  After Thought  

The greater the presence of B12, the greater potential there is in adequately treating, controlling, and 

preventing mutant (cancer) cells. 
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沖縄県立石川高等学校 

山城 龍矢   屋良 朝陽 

電波で GO！part3 

～アースの考え方を変える!?アースからエネルギーを集める～ 
１.目的  

石川高校は災害時の緊急避難場所として指定を受けている。災害時に外部からの情報を得る

ことは重要である。 
そこで３年前から科学同好会では、無電源で動作するゲルマニウムラジオを使用した実験を

行っている。これまでの研究の課題として、電波を受信する時間や場所、天候など様々な条件

によって、受信できるラジオの電波が大きく変化するため、安定的に受信することができなっ

た。アンテナだけではなく、アースの種類や接続方法を工夫すれば、どのような状況でも安定

してラジオの電波を受信することができるのではないか。 
また、受信した電波をエネルギーとして再利用することができるのではないか。 

２.方法  
アンテナの条件は変えずに、アースの種類を変更して倍電圧ゲルマニウムラジオで受信した

電波の電圧･電流を測定する。アンテナは校舎３階の渡り廊下に設置した固定アンテナ（約 50m）

を２階の化学準備室に引き込み、さらに化学準備室内でスパイラルアンテナに接続して受信し

た。電圧・電流の測定方法はテスターをラジオのイヤホン端子に接続した。 
３.結果  

様々なアースを接続して電圧・電流を測定してみたが、ほとんど変化がないか、逆にアース

を接続しないときよりも電圧が下がってしまった。アンテナを改良したためラジオの受信状況

は常に良好だった。そこで、アース端子にスパイラルアンテナを接続すると電圧・電流とも大

きくなった。いくつかの実験を試行錯誤している途中に、誤ってスパイラルアンテナからの２

本の配線を一緒にアース端子につなげてしまった。すると電圧が約 3.5Ｖまで上昇した。 
さらに学校とは違う環境でもこの接続方法が有効であることが分かった。安定して高い電圧

を得ることができたため、常に電波をエネルギーとして活用（ＬＥＤの点灯・電卓の使用）す

ることができた。 
４.考察  

アンテナの配線を２本共接続することで「出口」であるアースを塞いだ形になり、アース側

のアンテナがとらえた電波がラジオ本体に「入力」されて、出口は出力側のイヤホン端子のみ

になり、そこから測定した電圧が大きくなったと考えられる。これは、アース側のアンテナの

受信状況が悪いときは電圧も小さくなってしまうことからも、アース端子から電波が入力され

ていると考えられる。 
また、ラジオ音声も大きく、ほとんどノイズもなくはっきりと聞こえる。さらに電圧・電流

値も約 5～10 倍になることから、電波塔付近など電波の受信状況が良好な場所であればエネル

ギーの再利用も可能と考えられる。アース端子の活用方法を踏まえて機器を設計すれば、ラジ

オの電波さえ受信できれば発電器などがなくてもエネルギーを得ることができるのではない

か。 
今後はアンテナ側の配線方法とアース側の配線方法を組み合わせて研究したい。 
また、受信している電波の周波数を測定して、電波の種類による受信状況や電圧･電流値との

関係を研究したい。 
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入選 
物理 

沖縄県立那覇高等学校 

與那嶺 真幸   宮﨑 桃   粟国 博佳   小陳 恵里花   嵩原 乙晏   玉寄 亜実   宮

城 楓華   比嘉 和佳菜   與那嶺 瑠亜 

非接触で渦を作る装置の作成 

１.目的  

今回の実験は,うず電流が多く発生している場所で非鉄金属（アルミ）部分の回転体が，非接

触で効率よく溶液を攪拌する下部装置を考え,上部非鉄金属（アルミ）部分の材質・形状を考察

する実験を行った。 

２.方法  

非接触で非鉄金属を回転させる回転台の上に直径の異なる非鉄金属くるみボタン(アルミ製)

攪拌羽根（①, ②, ③）３種類を使い､渦が効率よくできる形状を考察する実験を行った。 

 

①くるみボタン（直径：44 ㎜）を３つ連ねてドーナツ型回転体（直径：90 ㎜） 

②くるみボタン（直径：38 ㎜）を５つ連ねてドーナツ型回転体（直径：100 ㎜） 

③くるみボタン（直径：30 ㎜）を６つ連ねてドーナツ型回転体（直径：90 ㎜） 

 

３.結果  

回転効率の良い形状は,②の回転体であることがわかる。回転効率が悪いのは, ③の回転体で

ある。 

 

４.考察  

これは, ②の回転体が，③の回転体よりネオジウム磁石の上空に占める面積が大きいので，う

ず電流による引き回す力が大きいと考えられる。また, ③の回転体は,軽いため反発浮上し易く

回転体が浮上し回転が伝わらないことも原因と考えられる。 

渦の高さがＡ，Ｂ，Ｃの位置に来た時の電源電圧をくるみボタンの３つの形状の回転体（①，

②，③）について測定する。 

形状 Ａ Ｂ Ｃ 

①の回転体 5.8  10.0  13.7  

②の回転体 4.8 7.7 11.7 

③の回転体 7.0 12.3 16.8 

以上より，②の回転体がベストであることが分かった。 
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入選 
物理 

沖縄県立那覇国際高等学校 

佐藤 多恵   新里 創   高良 優吾   前城 花梨 

「赤青緑の光によるソーラー発電の研究」 

１.目的  

ソーラーパネルでの発電は日頃太陽光の白色光で発電を行っている。白色光はプリズムを通

すと色々な光に分かれる。これを光の分散という。つまり、白色光はいろいろな光が混ざって

白色になっているということがわかる。 
そこで、私たちは白色光で発電しているソーラーパネルに単色を当てると、発電がどうなる

か疑問と好奇心にかきたてられ、本研究を行った。使った光源は LED ライトの赤、青、緑の３

つの単色光である。 

２.方法  

研究方法１：１色の LED ライトを使い、光源からの距離とソーラーパネルの発電した電圧の

関係を調べる。 
研究方法 2：赤と青、赤と緑、緑と青の 2 色の LED ライトを使い、光源からの距離とソーラー

パネルの発電した電圧の関係を調べる。 
研究方法 3：赤と青と緑の 3 色の LED ライトを同時に使い、光源からの距離とソーラーパネ

ルの発電した電圧の関係を調べる。 

３.結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.考察  

（１）１色なら赤色の LED ライト光源が一番よく発電することが分かった。青色の LED ラ

イト光源が一番よく発電するという仮説１の考えは間違いであった。 

 

（２）LED 光源とソーラーパネルの距離が長くなるにつれて、電圧は比例的に減ることが分

かった。仮説２の考えは、正しいことが分かった。 

 

（３）色が混ざると、発電する電圧が上がる場合と下がる場合があることが分かった。色が

混ざると、それぞれの色で発電した電圧が足されるという仮説３は間違いであること

が分かった。 
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入選 
物理 

沖縄県立名護高等学校 

當眞 友梨永   野原 ゆい   長山 千夏   名城 凜   松田 真綸菜   川村 海 

曲がった防音壁の謎に迫る 

〜工事と勉強が両立する未来を目指して〜 
１.目的  

新校舎増築のため教室の真横で工事が始まり、その工事で発生する騒音がたびたび授業の妨

げになっていた。そこで私たちはどのような方法でその騒音を防ぐことができるのかと思い、

フォトサイエンス物理図録の写真に載っている一枚板の湾曲した防音壁を見つけたことから、

この探究に至った。 
私たち高校生でも簡単に手に入る材料で何が一番音を防ぐのか、どのように音を防ぐのかと

いう課題が生まれ実際に実験してみて、一番騒音を防ぐ条件を探すことを目的とした。 
２.方法  

物理教科書の資料集の写真にあった高速道路の防音壁をヒントに、実際の工事現場のサイズ

を小さくし、身近にある材料を用いて模型を作り、実験を行った。防音壁は、異なる素材のも

のを用意し、素材によって音の防ぎ方は異なるのかを調べる。 
そして、防音壁の湾曲している部分の角度を変えることで、一番音の騒音を防ぐ角度を探す

実験をすることにした。 
３.結果  

防音壁の素材で一番音を防ぐのは、プラスチックということがわかった。 

 

 

 

防音壁の角度を大きくすると回折し、干渉して音が大きくなる距離は短くなる。しかし、角

度を大きくし過ぎると防音壁の高さが低くなり、全体として音は大きくなった。 

 

 

 

 

 

４.考察  

これまでの探求活動の結果、フォトサイエンス物理図録にあった高速道路に取り付けられた

一枚の湾曲させた防音壁は、回折を防ぐ他にも、騒音の干渉しあう位置をずらすことによって

騒音を防いでいることが考えられる。 
角度を大きくした結果が、逆に全体の音が大きい結果になったのは、角度をつけ過ぎると防

音壁の高さが低くなるので、逆に防音壁を超えて音が伝わりやすくなることが考えられる。 
さらに、実験結果より、角度を小さくすると回折した波と壁を通り越した波が干渉し合う距

離が変わることから、防音壁に角度をつけることで、騒音の干渉しあう位置をコントロールす

ることが出来ると考えられる。現在の教室の場所が、騒音の音の回折した音と、防護壁から伝

わる音が干渉しあう位置だとすれば、角度をつけた防音壁をつけることで、騒音の干渉しあう

位置をずらし、現在よりも騒音を防ぐことが出来ると考えられる。 
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

山川 藍鈴   外間 なな   宮里 塔子   山城 そよか   林 怜奈 

炎色反応～固形燃料で癒しの炎を！～ 

１.目的  

リラックス効果を持つ炎のゆらぎを使ってストレスを軽減するとともに、炎色反応を用いて

鮮やかな色を付けることで眼福を与えることに期待し、身近で簡単にできる固形燃料に目を付

けた。蒸留水に金属塩と酢酸カルシウムを混ぜた水溶液にエタノールを加え、ゲル化させたも

のを固形燃料として実験を行う。 

その中で、より長時間でより発色がよいものをつくり、その条件や結果を記録し考察する。

様々な金属塩を用いて比較し考察を深める。 

２.方法  

①蒸留水(10ｍL)に金属塩と酢酸カルシウムを溶かす。 

②エタノール(15ｍL)に①でできた水溶液を滴下しゲル化させる。 

③②でできあがった固形燃料に点火し、反応を観察する。 

※酢酸カルシウム・金属塩の量を変えて結果を比較する。 

  金属塩は（塩化銅（Ⅱ）、塩化カリウム、塩化ナトリウム）を用いる。 

３.結果  

金属塩を溶かした水に酢酸カルシウムを加え水溶液とする。その水溶液にエタノールを混ぜ

るとゲル化し、固形燃料が生成した。 

塩化ナトリウムの場合 0.7ｇを加えたとき目的で示した条件に最も適していて、0.9ｇ以上だ

とゲル化しなかった。また、塩化カリウムの場合 0.9ｇを加えたときが目的で示した条件に最も

適していて、1.0ｇ以上だとゲル化しなかった。 

塩化銅(Ⅱ)の場合は 0.5ｇを加えたとき目的で示した条件に最も適していて、0.6ｇ以上ではゲ

ル化しなかった。（塩化銅(Ⅱ)の場合は水に溶かすよりもエタノールに溶かす方がゲル化がゆっ

くりなため均一に混ぜた後その形を保てたので条件に適していた。） 

４.考察   

蒸留水に溶かす金属塩の量がそれぞれ一定の量を超えるとゲル化しなくなったという結果よ

り、ゲル化する条件として金属塩を含ませられる限界があり、金属塩がゲル化の反応を妨げて

いると考えられる。 

溶かす金属塩の種類によって最適な金属塩の質量が異なり、密度が大きい金属ほど最適な量

が小さくなるという結果より、それぞれの密度が違うため最適な金属の量が変わり、最適とな

る一定の濃度が決まっていると考えられる。 

エタノールの量を 15ｍL から 10ｍL に減らしたり、濃度を 99.5％から 70.0％に変えるとゲル

化しないことや、水とエタノール両方に溶ける塩化銅をエタノールに溶かした場合と、水に溶

かした場合で同じ塩化銅(Ⅱ)の量でもゲル化の反応速度がエタノールのほうがゆっくりとなる。 

これらの結果から、ゲル化にはエタノールが大きくかかわっていると考えられる。 
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

城間 尚   村田 ひびき   赤嶺 帆香   松川 魁知 

高級脂肪酸を用いた石鹸の洗浄力について 

１.目的  

高級脂肪酸が石鹸に使われていることに興味を持ち、オレイン酸、ステアリン酸の 2 種類の

高級脂肪酸を使って洗浄力の違いを調べ、どの高級脂肪酸から生成した石鹸が日常の汚れに効

果的か調べる。 

２.方法  

①水酸化カリウム 12ｇ、水 25ｇ、高級脂肪酸 50ｇで石鹸のもとを作る。 

②①で作った石鹸のもと 10ｇに対し、水 30ｇの濃度の石鹸をＡ、石鹸のもと 10ｇに対し、

水 60ｇの濃度の石鹸をＢとし、水 100ｇをＣとする。 

③ビーカーを 2 つ用意し、それぞれに 100ｇの水を入れ、Ａ，Ｂ10ｇ溶かして石鹸水を作る。 

④この作った石鹸水と水（Ｃ）に墨に浸した布を入れ、2 分攪拌する。 

３.結果  

水、オレイン酸、ステアリン酸のうち、最も洗浄力が高かったものは､オレイン酸である。 

また、オレイン酸、ステアリン酸のどちらも石鹸の元 10ｇに対し水 30ｇより、水 60ｇの濃

度の石鹸水の方が洗浄力が高かった。 

オレイン酸は、質量の減りが大きかっただけでなく、最も墨が落ちている様子を肉眼で観察

することができた。よってオレイン酸は 3 種類のうち一番漂白作用がある。 

４.考察  

結果より 2 つの高級脂肪酸のうち、オレイン酸が最も洗浄力が高いということが分かった。 

ステアリン酸は単結合である飽和脂肪酸であるのに対し、オレイン酸は二重結合をもつ不飽

和脂肪酸である。単結合と二重結合では、原子間の距離が二重結合の方が単結合に比べ長いた

め、分子間力が弱い。そのため、汚れとなる物質と結びつきやすくなったと考えた。 

また、二重結合では付加反応が起こる。付加反応とは、二つの分子が直接結合して、新しい 1

つの分子を生み出すことだ。この反応によって、オレイン酸の分子の一部と汚れの分子の一部

が反応し、汚れを落としているのではないかと考察した。 

以上のことにより、不飽和脂肪酸で、分子間の距離が長く付加反応を起こすものが、より汚

れを落とすと考察できる。 
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

谷口 拓真   玉城 嵩斗   知念 凜   根間 輝大   宮國 晃輔 

生分解性プラスチックの分解について 

１.目的  

現代社会においてプラスチック原料である石油燃料の枯渇が問題視されている。そこで身近

な食品でも作成可能な生分解性プラスチックに興味を持ったから。 
生分解性プラスチックの特性である『自然に分解される』ことに焦点を当て、そのうえで生

分解性プラスチックの１つである牛乳プラスチックに着目し、牛乳の加工品を原料に作られた

プラスチックの土中での分解速度を比較し、考察する。 

２.方法  

豆乳 200 mL を 50 ℃に温め、食酢 40 mL を少しずつ加えた。できた固形物の粗熱を取り、

ふきんでこして軽く絞った。固形物を水で洗い、しぼることを数回繰り返した。比較できるよ

うに決められた形に整えて、キッチンペーパーで脱水した後に固くなるまで再度加熱した。チー

ズではチーズに水を加えて 200 mL にし、チーズをつぶして、残りは豆乳と同様に行った。 
それらの大きさを一様にし、それぞれ容器に入れ、土をかぶせた。それぞれの試料に野菜用

の土、花用の土、植物の土をかぶせ計 6 種類の試料を作成した。その後。1 か月室温で放置した。 

３.結果  

チーズを用いて作ったプラスチックで野菜の土を用いたものの面積は分解前から 56.5 ％に

なった。それに比べ、花の土を用いたものは 74.5 ％となった。 
豆乳を用いて作ったプラスチックで野菜の土を用いたものの面積は分解前から 59.6 ％に

なった。それに比べ、花の土を用いたものは 64.7 %になった。 

４.考察  

「花の土」にはココビート、バーミキュライト、バーライト、ビートモスたい肥、赤土、く

ん灰が含まれていて、特徴として「花を元気にし、色鮮やかなたくさんの花を咲かせます」と

書かれていた。 
「野菜の土」にはココビート、バーミキュライト、バーライト、ビートモス、たい肥、赤土、

くん灰が含まれていて、特徴として「有機物栄養分たっぷりで野菜の甘みが増す培養土」と書

かれていた。結果から、「花の土」よりも「野菜の土」のほうが減少面積が大きく、「野菜の土」

に含まれている「有機物栄養分」が分解速度向上に好影響を及ぼしていることがわかった。成

分表示では二つの土とも同じ物質が書かれていたが、袋には表記していない加工をしているこ

とがわかった。 
このことから、これからはチーズと豆乳だけでなく、ほかにもヨーグルトや牛乳でも同様の

実験を行い、今回の結果と比較してどのように乳製品に加工したら分解されやすいのかを調べ

る必要があると考えた。 
土の種類を増やして、土の中のどのような成分が生分解性プラスチックの分解速度を促進し

ているのかと、土の成分が詳細に書かれているものを用いて、もっと正確に土の成分が影響を

及ぼしているのかを調べる必要がある。 
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入選 
化学 

沖縄県立那覇西高等学校 

新城 王彪   岩田 翔吾 

「ビスマス」の結晶作り 

１.目的  

日本が作った新しい元素「ニホニウム」は、「亜鉛」を「ビスマス」に高速で衝突させ、核融

合反応により元素合成させると知り、「ビスマス」に興味を持った。人工的に作ったビスマスの

結晶は、特徴的な面白い構造をしている。 

また、酸化被膜がいろいろな色に着色して見える。ビスマスの結晶は、溶かす温度によって

取り出す結晶の大きさが変わるのかと疑問に思い、この形のユニークさと色合いの複雑さにつ

いて調べました。 

２.方法  

実験１：ビスマスを調べる  ①密度 ②凝固点 

実験２：ビスマスの結晶を作る ①小さい容器 ②大きい容器 

実験３：大きい結晶を作る  ①結晶を引き上げる ②余分な液体を流す 

実験４：結晶を取った直後に高温の状態を保ち、酸化被膜の色を調べる  

実験５：結晶を取った直後に酸素を吹きかけ、酸化被膜の色を調べる 

実験６：結晶を取った直後に酸素で満たした箱に入れ、酸化被膜の色を調べる 

３.結果  

1.実験２より、大きい容器で実験を行った方が、大きい結晶を作りやすく、実験３より、余分

な液体を流す方が、大きな結晶を作りやすい。 

形については、まだコントロールできない。いろいろな形の結晶が作れた。 

2.酸化されるほど金→紫→青→緑→金（もう一巡）の順に変化していくことはわかったが、定

量的な実験ができなかった。（失敗） 

3.実験４・実験５・実験６より、色を変えることができるようになった。 

実験５のみ、色を変化させることが難しかった。 

４.考察  

結果１より、大きい容器の方が、小さい容器よりも冷めるのが遅いため、結晶が育ちやすい

のではないかと考えられる。 
結果２より、ビスマスの表面の構造が関係していると考えられる。ビスマスは酸化被膜がで

き、酸化するほど酸化被膜の構造が変化する。それにともない反射する光の波長も変化してい

くため、金→紫→青→緑→金(もう一巡)と変化していくと考えられる。 
結果３より、実験４は酸化反応が起こる高温の状態を保つことができたので、酸化が進み、

色を変えることができたと考える。しかし、実験５は吹きかける酸素の勢いが強かったため結

晶の温度が下がってしまい、あまり酸化が進まなかったと考える。実験６は実験５と違い結晶

の温度を急激に下げなかったため、酸化が進み、色を変えることができたと考える。 
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入選 
化学 

沖縄県立北山高等学校 

   新城 航也   山口 宙   真栄田 星花海   新垣 柊人   比嘉 智也      

渡邉 鼓太朗      玉城 憂人 

北山高校周辺河川の水質調査Ⅲ  

（ジニンサ川・志慶真川・大井川） 
１.目的  

今帰仁村内に位置する北山高校の傍を流れる河川としてジニンサ川があり、本校から離れて西側に

大井川、東側の今帰仁城跡付近に志慶真川がある。この 3 河川が学校周辺の主要な河川である。 
2017 年度から私たちが環境調査の一環として 3 河川の水質調査を行い、志慶真川の水質は良好で、

ジニンサ川と大井川の水質が良くないことが分かった。 
また、大井川では 2017 年 12 月～2018 年 6 月 15 日まで、川の水が干上がるという瀬切れが続い

ていた。さらに 2019 年 6 月には集中豪雨があり、河川の増水が続いたため、昨年度の結果と比較し

た。 
２.方法  

ジニンサ川に 6 地点、志慶真川に 3 地点、大井川に 3 地点を設置した。このうち、志慶真川の St.1(親
川)とジニンサ川の St.6 は湧水である。 
水質調査では、水温、COD、ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ、亜硝酸ｲｵﾝ、硝酸ｲｵﾝ、ﾘﾝ酸ｲｵﾝ、全硬度、pH、透視度を

測定した。水温は水温計、透視度は透視度計、その他７項目は、パックテストを用いた。 
３.結果  

COD は志慶真川の St.2 とジニンサ川の St.6 で低く、大井川の St.2 とジニンサ川の St.3 と St.5
で高かった。ﾘﾝ酸ｲｵﾝとｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ、亜硝酸ｲｵﾝ、硝酸ｲｵﾝは全てジニンサ川の St.3 で最も高かった。 
湧水である志慶真川 St.1（親川）では硝酸ｲｵﾝは平均 0.8mg/L であり、同じ湧水のジニンサ川 St.6

と比べて低かった。透視度は洪水時の 8 月 15 日には湧水を除いて 3 河川の各地点とも極端に低下し

たが、その他は 100cm 以上であることが多かった。 
また、３河川とも、全硬度は 100mg/L を超えており硬水であることがわかった。昨年度と比べる

と、特にジニンサ川の St.3 における水質の数値が全体的に高くなっていた。 
４.考察  

パックテストの結果を総合的に評価してすると、志慶真川は 3 河川の中で最も水質が良好で、ジニ

ンサ川と大井川は水質があまり良くないと考えられる。特に、ジニンサ川の St.3 では昨年度と比べ

て水質が悪いが、昨年度は瀬切れのため採水できない期間が長く、調査回数が少なかったことが影響

している可能性がある。 
また、大井川は中流よりも上流の方が水質は悪い。上流域も市街地を流れており、かつ耕作地も多

いことに影響を受けている可能性がある。志慶真川は周辺に森林が比較的残っており、自然環境が豊

かだと考えられる。ジニンサ川 St.6（湧水）では硝酸イオンの数値が高く、肥料等から流出した窒

素が地下水に長く滞留している可能性がある。3 河川ともに降雨時には赤土が流出する。これは、上

流域に耕作地が存在することに影響を受けていると考えられる。志慶真川と大井川では、小雨傾向時

には「瀬切れ現象」が見られた。石灰岩地質の河川の特徴だと考えられる。今後の課題は４つある。 
（１）継続調査によるデータの信頼性の向上。 
（２）雨天時の水質と赤土流出状況の把握。 
（３）石灰岩地質河川に特有の瀬切れ現象が起こる時期と範囲の把握。 
（４）ジニンサ川の上流域における水質状況の把握。 
（５）大井川の水質調査における農薬の検出方法の検討。 
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入選 
化学 

沖縄県立那覇国際高等学校 

加持 恵達 

海水淡水化のためのシクロペンタンハイドレート生成系の 

相平衡条件測定 
１.目的  

クラスレートハイドレート（以下ハイドレート）は水分子が作る籠状構造の内部をゲスト物質と呼

ばれる水とは異なる物質が占有する固体状の化合物である。海水を用いて生成した場合、その中に海

水中の塩分は取り込まれないため、この性質を利用した海水淡水化が提案されている。  
本研究では、大気圧/真空圧下でシクロペンタンと海水を模擬した NaCl 水溶液との反応でハイド

レートが生成する系について、水の凝固点に相当する相平衡条件を測定した。 
２.方法  

シクロペンタンハイドレートを生成/分解させることによって相平衡条件を決定した。実験は、大

気圧のかかったシクロペンタン・NaCl 水溶液系、真空圧下のシクロペンタン・NaCl 水溶液・シク

ロペンタン蒸気系の 2 種で NaCl 水溶液濃度をパラメータとして行った。 
低温条件下でシクロペンタンハイドレートを生成させたのちに、系の温度を段階的に上昇させ、視

覚的な観察からハイドレートが分解する温度を判断し、それをもとに相平衡温度を決定 
した。 

３.結果  
観察によって分解した温度を記録したが、その直前の温度で２つの相は平衡していると考えられる

ため分解する直前の温度を相平衡温度として記録した。これまでに、純水（NaCl 質量濃度 wNaCl = 
0）系、wNaCl = 3.5 %の水溶液系、wNaCl = 7.0 %の水溶液系における相平衡条件を測定した。そ

の結果、NaCl 濃度の増加にともなって、相平衡温度は低下することがわかった。これは先行研究の

傾向と一致するものである。 
純水系の平衡温度は 7 ºC 程度であり、純水系に比べて wNaCl = 3.5 %の水溶液系では大気圧/真

空圧下の双方で相平衡条件が 2 K、wNaCl = 7.0 %の水溶液系では 4 K 程度低下していた。 
また、純水を含めたいずれの水溶液濃度においても、大気圧下の系の方が真空圧下の系に比べて

0.2 K 程度平衡温度が高かった。 
４.考察  

実験から、NaCl 水溶液濃度の増加にともない、相平衡温度が低下することが確認された。これは、

NaCl の添加によって水の凝固点降下と同様の現象が起こったためであると考えられる。水における

凝固点降下は NaCl の添加によって水分子の割合が減少し、凝固する水分子の数が減少することに由

来する。また WNaCl= 5.0 %を用いて氷を生成した場合、その平衡温度は純水の時と比べ 3.5K 低下

するとされている。これは今回の相平衡温度の変化幅に近いものであり凝固点降下と同様の現象がお

こっていることを裏付けると考えられる。 
また、いずれの NaCl 水溶液濃度においても、真空圧下の系のほうが、大気圧下の系よりも相平衡

温度がわずかながら低かった。 
その理由は２つ考えられ、まず空気の存在による影響が考えられる。ハイドレートの構造中に空気

が取り込まれたことにより、構造が安定したため相平衡温度が高くなったと推測される。 
2 つ目は、大気圧による影響である。ハイドレートの構造は圧力が大きい環境において安定である

ため、大気圧によって構造が安定したと推測される。真空圧下での測定結果は大気圧や大気の組成に

影響されないため、相平衡条件の解析を進める上で基礎データとして活用できると考えられる。その

ため、ハイドレートの物性を理解し、また、海水淡水化の実用化に向けたデータとしても重要である

といえる。 
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入選 
生物 

沖縄県立宮古高等学校 

山城 若奈   前里 早紀   本永 真衣   宮國 茉央 

タンパク質分解能力の高い食材を見つけよう 

～最も肉を柔らかくする食材は何だ！～ 
１.目的  

私たちは高齢者や幼児でも安心して肉を食べることが出来るようにするために、また、料理

をする際に役立てることを目的にタンパク質分解能力が高い食材を見つけることにした。 

 

２.方法  

次の 3 つの調査および実験を通じて調べた。 

調査１．検索サイト Google を用いて「タンパク質分解能力が高い食材」を調べ、肉を 軟ら

かくする食材のランキングを作成した。 

実験１．ゼラチンを用いてタンパク質分解能力を調べた。20℃に調整した環境下で調査１．

で調べた食材について、試験管内のゼラチンゼリーを溶かした高さを調べた。 

実験２．実験１．でゼラチンをよく溶かした上位 4 つの食材（パイン、ヨーグルト、キウイ、

リンゴ）にちて、豚肉を用いて各食材のタンパク質分解能力を調べた。豚肉の柔ら

かさ（固さ）を数値化するため、「特性硬度計茉央ちゃん」を作成した。 

 

３.結果  

調査１．1 位はパイン、2 位はヨーグルト、3 位はキウイ、4 位はリンゴ、5 位は大根・ パ

パイヤ・味噌などがランキングに入った。 

実験１．ゼラチンを分解したのはキウイ、パイン・リンゴ、ヨーグルト、大根の順と なっ

た。 

実験２．パイン、キウイ、リンゴ、ヨーグルトの順となった。 

実験１および実験２を総合的に判断すると、1 位はパイン・キウイとなり、3 位リンゴ、 4

位ヨーグルトの順となった。 

 

４.考察  

私たちの実験結果とインターネットランキングと比較したところ、パインはどちらも 1 位と

なり一致したが、キウイ、リンゴ、ヨーグルトの順位が異なっていた。 
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入選 
生物 

沖縄県立八重山高等学校 

田渕 鈴夏 

石垣島 名蔵アンパルのキバウミニナの研究Ⅱ 
１.目的  

私の住む島には、通称アンパルというラムサール条約に登録された世界的にも貴重な干潟がある。

そしてそこに生息する動植物とそれらを取り巻く環境についての調査研究を始めてから継続して９

年目になる。中でも、調査開始当時、環境省レッドリスト絶滅危惧種Ⅱ類（VU）に指定されながら

も、名蔵湾アンパルでは大きく数を減らすことのないキバウミニナに興味を持った。 
キバウミニナ Terebralia paluatris は吸腔目キバウミニナ科の、巻貝である。 

２.方法  
１行動追跡調査 

216 匹のキバウミニナを捕獲し捕獲したすべての個体の殻口を測定、マーキングを施して調査地
点へ放逐した。その後、2 月～6 月までの間に、月に一度ずつマーキング個体の行動範囲を調査
した。 

２広域分布調査 
アンパル以外にもキバウミニナが生息していないか、名蔵湾沿岸を歩き、分布を調査した。 

３.結果  
１行動追跡調査 
（１）個体の大きさ 

殻高の平均は 106.0 ㎜、標準偏差は 6.7 だった。大きさに差はなく、ばらつきが    小
さかった。 

（２）再捕獲率 
放逐から 2 ヵ月たっても約 70％の高い確率で再捕獲することができた。 

（３）行動追跡調査結果 
再捕獲できた個体の足跡を図に表すと、各個体がかなりアクティブに移動していることが
わかった。移動については、方向が一定に決まっているわけではなく、毎月の移動距離の
多少も個体によって差があった。 

２広域分布調査 
合計 10 か所の調査地点のうち、３か所でキバウミニナを確認することができた。餌となる

マングローブがあってもキバウミニナが確認できない地点もあったが、マングローブがない
地点でキバウミニナを確認することはなかった。 

４.考察  
１行動追跡調査 

追跡調査では高い再捕獲率を示し、調査地点の外に出る個体は少なく、再捕獲することがで

きなかった翌月に再び調査地点に戻っている個体も確認できた。これらのことから、キバウミ 

ニナはアクティブに動きはするものの、ある範囲を越えずに行き来している場合が多いことが

確認できた。 
また、砂地で再捕獲できた個体はほとんどおらず、再捕獲できた個体の多くが泥地にいた。

おそらくこれはキバウミニナが砂地を避け泥地のポイントを選んでいるため、分布がパッチ状

に見られるのではないか。 
２広域分布調査 

名蔵湾の数か所でキバウミニナが確認されたことから、キバウミニナの幼生がアンパルか

ら流れ出て名蔵湾に分布を広げている可能性が高いことがわかった。 
また、キバウミニナがいた地点の底質は泥質で、いなかった地点の底質は砂質様だったこ

とから、追跡調査でキバウミニナの分布を決めるのは底質だと考えていたが、分布調査でも

同様のことが示唆された。そこで、泥質の地点の土と、砂質様の地点の土を持ち帰り顕微鏡

で見てみると大きさに差はなく粒径の定義によれば、どちらも泥のシルトだった。しかし両

地点の土の明らかな違いは、粒の間の有機物や粘土の有無だった。 
キバウミニナが泥質を好むのは、粘度があった方が、腹足で歩きやすいからではないかと

考えられる。今後、進み具合などを比較する実験を行いたいと考えている。 

－387－



 
 

入選 
生物 

沖縄県立開邦高等学校 

石川 舞奈    板良敷 朝飛    知花 早希    比嘉 桃伽    宮城 伊吹 

センダングサを用いた防虫剤を作る part2 

１.目的  
昨年の先行研究より、約５㎜角にちぎったセンダングサにはカタツムリを寄せ付けない効果

があることが分かった。 
それを用いて、センダングサのカタツムリを寄せ付けない作用をより効果的に活用する方法

を探し、自然由来の防虫剤を作りたいと考えた。 
２.方法  

ペットボトルで作成した実験装置の一方にセンダングサ、中央にカタツムリを入れ忌避傾向

を計測した。 
実験１では、センダングサの葉１（そのままの葉）、葉２（約５㎜角にちぎった葉）、葉３（す

り潰した葉）を使用した。 
実験２では、葉２、葉３、葉４（キャベツのみ）を使用し、センダングサを入れた方に  カ

タツムリの餌であるキャベツを入れて実験した。 
実験３では、葉２、センダングサの液（葉を軽くすり潰した後こした液）をそれぞれ  キャ

ベツと入れて実験した。 
３.結果  

＜実験１＞ 
   葉１（そのままの葉）には忌避傾向を示さず、葉２（ちぎった葉）に最も忌避傾向を示

した。葉３（すり潰した葉）はあまり忌避傾向を示さなかった。 
 
＜実験２＞ 
  実験１同様、葉２に最も忌避傾向を示した。キャベツを加えても、結果に変化は見られな

かった。 
 
＜実験３＞ 
  葉２に最も忌避傾向を示した。液には忌避傾向を示さなかった。 

４.考察  
＜実験１＞ 
  葉２（ちぎった葉）に最も防虫効果があると考えられる。 

葉３（すり潰した葉）にあまり忌避傾向を示さなかったのは、葉を乳鉢ですり潰した際に、

防虫成分が含んだ液が乳鉢に残ってしまったと考えられる。 
 
＜実験２＞ 
  実験１の結果と大きな変化がなかったことから、葉２の防虫効果は餌（キャベツ）があっ

ても効果的だと考えられる。 
 
＜実験３＞ 

      液（葉を軽くすり潰した後にこした液）に忌避傾向を示さなかったことから、葉を乳鉢です

り潰した際に防虫効果がある成分が乳鉢に残ってしまったと考えられる。 
葉２に忌避傾向を示したことから、葉を最初に傷つけた際に防虫効果のある成分が放出され

るのではないかと考えられる。 
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入選 
生物 

沖縄県立コザ高等学校 

長谷川 廉 

ミナミトビハゼの奇妙な巣穴の謎に迫る 

１.目的  

ミナミトビハゼの巣穴における YJ 構造のうち Y 構造や、地上に突き出たチムニー構造の役

割については未解明であり、これを明らかにすることを目的とした。 

２.方法  

野外調査においてチムニーの高さや地下構造の測定や、捕獲したネストホルダー(雄)の体長測

定を行った。 
また、干潟に設置したメモリ付きのポールを用いて、巣穴の干出時間を推定した。 
チムニー構造や Y 型構造の役割を調べるために野外での測定値をもとに模型を作成した。 

３.結果  

4 つの調査地で合計 33 個の巣穴と、5 個体の雄の体長を測ることができた。チムニーの干出

時間を表すグラフを作成したことによって、チムニーの上部は、一日中干出している日が数日

間続くことが明らかになった。 
測定から得られたチムニー間距離、合流点までの深さ、チムニーの高さの数値を用いていく

つかのグラフを作成した。その結果、チムニー間距離と合流点のまでの深さやチムニーの高さ

の間には相関関係はみられなかった。 
また、１つの巣穴における２つのチムニーのうち、高い方は干潟の地面から 5.3cm、低い方

は 4.0cm であることなどが分かった。 

４.考察  

私は Y 構造とチムニー構造に関する２つの仮説を立てた。1 つは「シュノーケル説」。チムニー

の高さの分、満潮時に巣穴に海水が入り込むのを遅らせることができるというものである。 
2 つ目は「換水説」。巣穴が水に浸かっている間、少しでも酸素が多い水が流れ込むようにす

るために、チムニーがあるというものである。シュノーケル説が正しければ、チムニーは高く、

あまり高低差がないものと予想される。換水説では２つのチムニーに高低差があり、合流点ま

での深さが深いことが予想される。しかし作成したグラフからは予想していたような結果は得

られなかった。ただ、今回用いた巣穴のデータには、まだ作りかけと思われるチムニーの数値

も含まれていたため、関係性があまり見られなかったのかもしれない。 
また、チムニーの高低差と合流点の深さには関係性が見られなかったことから、チムニーの

高低差が何 cm でも、地面から合流点までの深さはあまり変わらないことが明らかになった。今

後もさらなる計測をしていきたい。 
さらに現在、巣穴の測定値を用いてビニルチューブで YJ 構造の模型を作成している。食紅で

作った色水を使用し、模型の中にどのような水流が生じるのか観察し、奇妙な巣穴の役割を調

べていく。 
また、巣穴だけでなくミナミトビハゼの体の構造について、いくつかの予想を立てている。

ミナミトビハゼのオスだけが巣を作ることが分かっているが、それが原因でオスとメスには骨

格の違いがあると考えている。 
今後は飼育中に死亡した個体を使って骨格標本を作り雌雄の違いを調べる。 
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入選 
生物 

沖縄県立コザ高等学校 

仲間 楓     当山 咲 

あなたも見かけで判断するの？ 

～タコの認知能力について解き明かす～ 
１.目的  

無脊椎動物の中でも高度に発達した脳を持つタコは、物体識別能力などのたくさんの優れた

能力を持つことが明らかにされています。このように高い能力を持つタコは脊椎動物と同じよ

うに、他種であるヒトの顔も識別出来るのではないかと考え、この実験を始めることにしまし

た。 

２.方法  

第一段階では、タコに給餌者の顔を覚えさせるため給餌者は餌を与える前に 1 分間水槽内の

タコと顔を合わせてから餌を与えました。第二段階では、タコに非給餌者の顔を覚えさせるた

め、非給餌者は罰を与える前に 1 分間水槽内のタコと顔を合わせてから罰を与えました。その

後に第一段階と同じ手順で実験者 A は餌を与えました。 
実験中のタコの行動からタコは他種認知能力を持つのか判断しました。 

３.結果  

本研究では沖縄本島沿岸部に分布するウデナガカクレダコ 4個体を使って実験を行いました。

各個体の結果は以下の通りです。 
個体 A 
給餌者と非給餌者の識別ができていると考える。 

個体 B 
給餌者と非給餌者の識別ができていると考える。 

個体 C 
給餌者と非給餌者の識別ができていないと考える。 

個体 D 
給餌者と非給餌者の識別ができていないと考える。 

４.考察  

個体 AB は、給餌者にはポジティブなリアクション、非給餌者にはネガティブなリアクション

を示していたことから給餌者と非給餌者の識別ができていると考えた。 
個体 C は、非給餌者だけでなく給餌者に対してもネガティブな反応を示していたことから、

給餌者と非給餌者の識別ができていないと考えた。 
考えられる原因として、個体 C がもともと臆病な性格だったことや報酬と罰以外の刺激を個

体 C が罰を与えられる合図だと捉えてしまったことなどが挙げられる。 
個体 D は、給餌者だけでなく非給餌者に対してもポジティブな反応を示していたことから、

給餌者と非給餌者の識別ができていないと考えた。 
考えられる原因として、個体 D がもともと好奇心旺盛な性格だったことや報酬と罰以外の刺

激を個体 D が餌をもらえる合図だと捉えてしまったことなどが挙げられる。 
各個体の結果はバラバラだったが、4 個体のリアクションに点数を付けグラフを作成したとこ

ろ、給餌者にはポジティブな反応、非給餌者にはネガティブな反応を示していたことからウデ

ナガカクレダコは給餌者と非給餌者を識別している可能性があると考える。 
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入選 
生物 

沖縄県立球陽高等学校 

石川 新    森根 優人    山城 嵐来    與那嶺 勝也 

タイドプールにおけるルリスズメダイの生態および 

分布様式について 
１.目的  

ルリスズメダイは沖縄県内でもサンゴ礁およびタイドプールでよく見ることができる青い体色を

持つ小魚である。また，海水魚としては珍しく顔の模様や色彩変異が多いため，個体識別がしやすい

魚としても知られている。しかし，詳細な生態については不明な点が多く，本格的な研究例も少ない。 
私たちは自然条件下での行動について興味を持ち，自然環境下におけるルリスズメダイの行動につ

いて可能な限り明らかにしようと考えた。 

２.方法   

材料は北谷町宮城海岸のタイドプールに生息するルリスズメダイを用いた。まず，ルリスズメダイ

が生息するタイドプールを設定し，調査は 2019 年 5 月から 11 月までの日中にタイドプールが形成

される時間に行った。 
調査項目はルリスズメダイの性比，雌雄の行動，タイドプールの地学的調査，タイドプールに生息

する生物相についてであった。 

３.結果   

北谷町宮城海岸のタイドプールを 3 地点設定し，南側から P1，P2，P3 とした。この中で，常に

タイドプールが形成され，比較的複雑な地形を持つ P1 では常にルリスズメダイが観察された。なお，

P1 は生物種も最も多い地点であった。5 月期から 9 月期における P1 には，特定のオスが縄張りを形

成していたが，10 月以降は見られなくなった。 
春夏季においてルリスズメダイのオスは行動範囲が狭く，縄張りを形成していたが，秋冬季には行

動範囲が広くなった。メスの行動範囲は季節によらず広かった。稚魚の数は 6 月に最も多くなった。 
さらにメスの存在比は 9 月に一度低下し，それと前後してオスとメスの中間形質を持つ個体が観察

された。オスとメスの攻撃行動は個体数の増加に伴って激しくなる傾向が見られた。 

４.考察   

本研究の結果，ルリスズメダイの生息にはタイドプールの深さがある程度影響していると考えられ

た。また，ルリスズメダイはオスが縄張りを持ち，メスは状況によってオスの縄張りに出入りしてい

ると考えられる。しかし，オスの縄張りは確定的なものではなく，縄張りオスがいなくなると，その

縄張りに別のオスが入り込んで縄張りを再形成すると考えられる。 
ルリスズメダイの縄張り形成はメスの産卵行動にも影響していると考えられるが，稚魚は偶発的に

タイドプールに小規模な群を作ると考えられる。 
ルリスズメダイは飼育環境下で性転換によることが知られているが，今回の調査においても 9 月期

にメスと同程度の体格のオスが観察されたことから一次オスの存在が示唆され，尾びれの色がオスと

メスの中間型を示す個体が見られたことから，二次オスの存在が推察できる。さらに今回の調査にお

いて，個体数密度が高くなるとメス同士の追い払い行動が多く観察されたことから，ルリスズメダイ

は生殖行動においてメスがオスを選んでいると考えられた。 
本調査において自然条件下におけるルリスズメダイの生態の一部が明らかになった。今後はさらに

ルリスズメダイの生態の謎を解明していきたい。 
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入選 
生物 

沖縄県立球陽高等学校 

崎原 涼花    川之上 実優    瑞慶覧 明華    山下 結以 

滞水域におけるプラナリアの形態について 

～なぜ多眼が存在するのか～ 
１.目的   

プラナリアはきれいな水で生息しているため、水質の指標動物として利用されている。過去

の開邦高校の調査によると、在来種であるナミウズムシなどは沖縄本島北部河川に、外来種で

あるアメリカナミウズムシなどは中南部河川に生息していることが分かっている。 
しかし、滞水域におけるプラナリアについては詳細が不明なため、球陽高校の側溝を調査地

として定め、プラナリアの調査を行った。 
２.方法   

球陽高校の側溝に生息しているプラナリアを採集し、培養液として 1 万倍希釈人工海水を用

いて飼育を行った。エサは UV アカムシを週に 1 度与えた。 
実験項目は双眼実体顕微鏡による形態観察、球陽高校側溝および比謝川中流域におけるパッ

クテストを用いた水質調査、パックテストの結果より得られた成分について濃度を変えた水溶

液中におけるプラナリアの飼育および催奇性の確認を行った。 
３.結果   

実験 1 ではプラナリアの同定および多眼個体数の確認を行った。球陽高校の側溝におけるプ

ラナリアはアメリカナミウズムシであり、多眼個体の出現率は 15.2%であった。比謝川ではア

メリカナミウズムシおよびアメリカツノウズムシが確認でき、多眼個体の出現率は 1.3%であっ

た。 
比謝川と側溝の硝酸濃度、亜硝酸濃度、アンモニア態窒素濃度、リン酸濃度を比較したとこ

ろ、側溝ではアンモニア態窒素の含有量が 0.5ppm と高かった。このため、アンモニウム態窒素

濃度を調整した培養液で、腹部で前後に切断したプラナリアを飼育したところ、アンモニア態

窒素濃度 0ppm と 0.5ppm の頭部側で 10%程度の多眼個体が出現した。 
腹部側から再生した個体には多眼個体は確認できなかった。 

４.考察   
本研究結果より、滞水域である球陽高校の側溝で採集したアメリカナミウズムシの多眼個体

の出現率は、比謝川における多眼個体の出現率と比較して顕著に高かった。側溝の滞水では何

らかの化学物質の濃度が高くなり、それが催奇性を示したため多眼個体の発生率を高くしたと

考えられる。 
流水と滞水を比較すると、滞水のアンモニア態窒素濃度が高かったが、これは滞水では嫌気

状態になり、アンモニアの酸化が起こりにくく、酸素の溶け込みが起こりやすい流水ではアン

モニアが容易に酸化されるため、流れ込んだアンモニアはすぐに硝酸まで酸化されると考えら

れる。このため、アンモニアが催奇性を引き起こす原因であると考え、培養液中にアンモニア

塩を溶かした水溶液中で飼育したところ、多眼個体は発生したものの、特定の傾向は見られず、

発生率も高くはなかったため、アンモニア態窒素が催奇性を示す物質である可能性は小さいと

考えられた。 
プラナリアは水質の指標動物として用いられてきたが、比較的汚染が進んだ河川でも生息で

きる外来プラナリアの存在によって、指標生物としての利用価値に影響が出ている。 
しかし、多眼のアメリカナミウズムシを生み出す物質が特定できれば、その物質濃度の生物

的検定が可能になると考えられる。 
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入選 
生物 

沖縄県立球陽高等学校 

當山 瞳    石底 実歩    江口 花音    知念 紗彩 

沖縄におけるコモウセンゴケの生育条件 

１.目的  

食虫植物に興味を持ち、沖縄にコモウセンゴケが生育していることを知り、参考文献により、

これらは斜面に生育していることが分かった。 

また、他県では準絶滅危惧種に指定されており、沖縄県でも希少な種となる可能性があるた

め、生育条件を見いだすことで希少種になりうるコモウセンゴケの保護につながるのではない

かと考え、研究に至った。 

２.方法  

〔コモウセンゴケの採集場所〕 

沖縄県恩納村赤間総合運動公園、うるま市石川市民の森公園、名護市名護岳 

これらの地域のコモウセンゴケの生育地および非生育地についてそれぞれ、傾斜角の測定、

土壌の含水率の測定、日照度、土壌成分の成分分析(アンモニウム態窒素、硝酸態窒素、亜硝酸

態窒素、リン酸態リン)を行った。 

３.結果  

〔傾斜角〕各地域における生育地と非生育地はほとんど大きな差は見られなかった。 

〔含水率〕石川の生育地における含水率が最も高く、非生育地との差も大きかったが、他の地

域の生育地と非生育地において大きな差は見られなかった。 

〔日照度〕名護と赤間では日照度が 2000Lx 程度であったが、石川は 5000Lx を超えた。 

〔成分分析〕生育地と非生育地を比較すると、名護と赤間の生育地の土壌におけるアンモニウ

ムが少ないという結果が得られた。石川の土壌は、生育地、非生育地ともにアン

モニウムが少なかった。亜硝酸とリン酸は各地域における生育地と非生育地間に

ほとんど大きな差は見られなかった。 

４.考察  

〔傾斜角〕生育地のみの傾斜角を比較すると 80°前後の斜面に生育していると考えられる。 
〔日照度〕日照度の比較においては名護と赤間では日照度が 2000Lx 程度であったが、石川は

5000Lx を超えた。石川は土壌の厚さが薄く、すぐ下が母岩となっていたため、それ

が何らかの要因になっているのではないかと考えた。 
〔成分分析〕コモウセンゴケが生育している地域と生育していない地域を比較すると、アンモニ

ウムが少ない傾向が見られた。しかし、石川の土壌では他の地域と比べてもアンモ

ニウムが少なかったことから、今後さらに土壌のサンプル数を増やして測定を行う

必要があると考えられる。 

 

亜硝酸とリン酸は各地域における生育地と非生育地間にほとんど大きな差は見られなかっ

たことからこれらの成分はコモウセンゴケの生育に関係しないと考えられる。 
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入選 
生物 

沖縄県立北山高等学校 

安里 風真     親富祖 和香     那我喜屋 春華      

崎浜 秀互     仲宗根 羽星     宮里  政翔 

北山高校周辺の土壌動物を用いた環境診断Ⅲ  

～どのトラップが有効か？～ 
１.目的  

土中や地表の落葉下で生活する動物群をまとめて土壌動物といい、土壌動物を用いて自然の

豊かさを診断することができる。北山高校の異なる３地点で土壌動物を調査し、北山高校の自

然の豊かさを過去２年間と今年のデータをもとに比較した。 
また、今年からツルグレン装置に加えて、ウインクラー装置を導入し各装置の採集効率を比

較・検証した。 

２.方法  

調査は、一昨年度は 1 回（2017 年 5～6 月）、昨年度は 4 回（2018 年 4～7 月、9 月）、今年

度は 4 回（2019 年 4 月～7 月、9 月）に実施した。土壌表面に 10 ㎝×1 ㎝コドラーを 1 回置き、

深さ 5 ㎝までスコップで土壌を採集した。 
教室内でハンドソーティングを実施後、採集土をツルグレン装置とウインクラー装置に約４

８時間かけ、70％エタノールで保存した。標本を顕微鏡観察し、青木（1995 年）に従って 32
の土壌動物分類群に固定し、3 区分の点数（1 点、3 点、5 点）を用いて評価、計算した。 

３.結果  

優占種上位 3 種は、St.1 ではアリ、ダニ、トビムシであり、St.2 では、ダニ、トビムシ、ア

リ、であり、St.3 ではヨコエビ、トビムシ、ダニであった。武道場裏の点数は、昨年度は、14
～40 点だったが、今年度は 8～39 点までの幅が見られた。家芸棟裏の点数は、昨年度は、33～
61 点だったが、今年度は 23～62 点までの幅が見られ、昨年度と変わらない。 
理科棟裏の点数は、昨年度は 29～54 点だったが、今年度は 36～53 点までの幅が見られた。

総合点や出現した指標グループ数を総合的に評価すると、「自然の豊かさ」が高い順は、昨年度

では St.2,St.3,St.1 であったが、今年度は St.3,St.2,St.1 となり、昨年度と異なる傾向がみられ

た。 
出現総個体数が多い順は、St.3,St.2,St.1 であった。ツルグレン装置とウインクラー装置との

比較では、ツルグレン装置の採集量がウインクラー装置の採集量を上回っている時はあるが、

全体の結果としてみるとウインクラー装置の採集量の方が多かった。 

４.考察  

見た目の自然環境の良い順は、St.3、St.2、St.1 であり、総合的な土壌動物の評価とある程度

一致した。St.3 は個体数が多いが、自然の豊かさでは St.2 より低い場合も見られた。St.3 は場

所によって土壌の性質が異なっていたことが影響した可能性がある。 
ツルグレン装置とウインクラー装置との比較では、ツルグレン装置の採集量がウインクラー

装置の採集量を上回っている時はあるが、全体の結果としてみるとウインクラー装置の採集量

の方が多く、ウインクラー装置の方が効率が良いと考えられる。また、ウインクラー装置内の

土壌が十分に乾燥していなかったため、土壌内の土壌生物が落ちきる前に回収していた可能性

もある。今後はツルグレン装置とウインクラー装置の機能を高めていきたい。 
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入選 
生物 

沖縄県立向陽高等学校 

町田 幸大    野原 大夢    知念 晃治郎    桃原 千太 

沖縄島南部海岸林に生息するアリの生息状況調査Ⅲ 

１.目的  

沖縄島南部に残された自然海岸林に生息するアリ相は沖縄島の他地区の海岸林とは異なる傾

向が見られるのではないかと疑問を持ち、継続調査を行っている。 
また、侵略的外来アリとしてアシナガキアリが海岸部で多数を占めていることから、他の在

来のアリに影響を与えるかについても研究を行うことにした。 

２.方法  

昨年度までに具志頭海岸の遊歩道を１年かけて定点でアリの採取調査を行った。また周辺環

境数カ所についても同様に採取を行い文献資料も比較した。 
本年度は、 
①具志頭海岸遊歩道で樹木毎にアリの採取調査を行いその出現について考察した。 
②中北部の海岸林各 2 カ所（合計 4 カ所）で採取を行い比較した。 
③アシナガキアリと在来アリ(オオズアリ、他)の種間関係について実験や野外観察を行い考察

した。 

３.結果  

①アシナガキアリはすべての調査地点で採取されており、具志頭海岸では林内から海岸域ま

で優占的に生息していることがわかる。 
②ホソウメマツオオアリは多くの樹木で観察されたが、地上でも採取されており樹上性のア

リであっても地表まで徘徊していることがわかる。 
③オオズアリ類やハリアリ属は今回調査からは地表のみで採取されている。④中北部の海岸

林調査で、北部１カ所のみアシナガキアリが採取された。すべての海岸林でアシナガキア

リが侵入しているわけでない。 
⑤アカヒラズオオアリが北部で確認でき、南部に特有なアリでない。 
⑥アシナガキアリとオオズアリはオオズアリが攻撃を仕掛け、他の在来アリではそれが見ら

れなかった。 

４.考察  

①アシナガキアリは南部海岸林(具志頭海岸)では優占度が高いが、沖縄島の他の海岸林で同様

な結果は得らなかった。また飼育観察実験で他のアリを攻撃する様子も観察されなかったこ

とから、侵略的に他の在来アリを駆逐するわけでないことと思われる。 
②ホソウメマツオオアリはアシナガキアリの多い場所では樹上に追いやられる傾向も見られ

ることから、数に圧倒され生息地が狭まる在来アリもいると考えられる。 
③特定のアリが多数を占める地域では他のアリが減少することもわかった。具体的には巨大

なコロニーを作るアシジロヒラフシアリが多数採取された地点や、ツヤオオズアリが多数を

占めた地点でアシナガキアリをはじめとする他のアリがほとんど採取できないことから、ア

リの生息には種間関係がなんらか影響を与えることが予想される。 
④野外観察および飼育実験からオオズアリは樹上性のホソウメマツアリには反応せず、徘徊

型のアシナガキアリを攻撃することが観察された。アリの種類によっては生態的ニッチの近

いアリを排除する可能性もある。 
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入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

大城 悠太    伊波 興真 

イシクラゲの発生条件調査 

１.目的  
公園や校庭などの平地でよく見られるイシクラゲ、このイシクラゲは水分を含むと膨張し、

踏んだ際には潰れて滑りやすくなり、転倒事故につながることもある。それを未然に防ぐため

広範囲でのイシクラゲの発生を抑える方法が必要だと考え、そのためにイシクラゲの発生条件、

生育条件の研究を行うことにした。 
２.方法  

１・イシクラゲが発生していたテニスコートの一画でイシクラゲと植物をいったん除去して

改めてイシクラゲを置いた A 地点とイシクラゲと植物を除去したままにした B 地点でイ

シクラゲの増殖の差異について比較した。 
２・イシクラゲが発生している場所と発生していない場所の調査で発生条件の確認。 
３・２の結果をもとにイシクラゲを確認できなかった場所にイシクラゲを置いて増殖できる

かの調査。 
３.結果  

１・A 地点ではイシクラゲが増殖し、土壌部分を覆うほどのイシクラゲが発生し植物の発生

が B 地点に比べ抑制されていた。B 地点では A 地点に比べイシクラゲの繁殖は少なかっ

たが、植物の発生数は A 地点に比べ多かった。 
２・イシクラゲの発生している場所は運動場やテニスコート、理科棟、中庭などに見られた。

逆に発生が見られない場所はゴミ捨て場、プール裏、校門付近、防風林、部活棟、体育

館裏などがあった。 
３・２の調査でイシクラゲの確認できなかったゴミ捨て場、プール裏、校門付近、防風林、

部活棟、体育館裏の６か所でイシクラゲを置いたが、乾燥状態と活動状態を繰り返して

いたが増殖は確認できなかった。また体育館に置いたイシクラゲは雨の影響で流され観

察の続行が不可能となった。 
４.考察  

１・この実験は８か月継続して行ったがイシクラゲを置かなかった B 地点ではイシクラゲよ

りも早く植物の方が侵入し始めていたこのことからイシクラゲは植物の侵入後に発生、

増殖するものと考えられる。A 地点では初期よりも多いイシクラゲが発生していたため

イシクラゲの発生スピードは群になるほど早くなると考えられる。 
２・イシクラゲの発生していた場所は植物の草丈が低いということと、日光が当たりやすく

光合成ができるような場所に多く繁茂していることからイシクラゲの繁殖には日光が必

須ではないかと考えられるが、この条件を満たしていてもイシクラゲを確認できない場

所があった。 
３・この結果からイシクラゲの確認できなかった場所ではイシクラゲの増殖が確認できな

かったため、これらの場所はイシクラゲが増殖できる条件を満たしていないと考えられ

る。また雨でイシクラゲが流された体育館裏はイシクラゲの定着が難しい場所であると

考えられる。 
４・今後はイシクラゲの発生が確認できなかった場所で日光の条件を満たしている地点のイ

シクラゲの発生が抑えられている原因の研究が課題である。 
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入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

大城 満    比嘉 佑斗   上間 勝吾 

オキナワカブトの研究Ⅱ～沖縄在来のカブトムシを守るには～ 

１.目的  
現在、オキナワカブトは生息地の環境の変化などにより個体数を減らしていると考えられ、

「レッドデータブックおきなわ」は準絶滅危惧種に指定されている。また、ヤマトカブトとの

交雑を懸念する研究者も少なくない。 
この研究はオキナワカブトの形態的特徴と繁殖生態を理解した上で、普及活動行い、将来的

には保全に役立てることを目的とする。 
２.方法  

Ⅰ.オキナワカブトとヤマトカブト、雑種個体との形態的特徴の比較 
雌雄共に目視による形状の違いと計測による数値の比較を行う。 

Ⅱ.オキナワカブトとヤマトカブトの交雑実験 
オキナワカブトの雄とヤマトカブトの雌、オキナワカブトの雌とヤマトカブトの雄の 組
み合わせで産卵セットを用意し、繁殖を試みる。 

Ⅲ.オキナワカブトの発生源（産卵場所と幼虫の生息地）について 
成虫のオキナワカブトが発見できる場所の周辺を散策し、発生源を突きとめる。野外に近

い状態での繁殖場所を整備する。 
３.結果  

Ⅰ.オキナワカブトとヤマトカブトの形態的特徴の比較 
多くの文献にあるように、雄は頭角と胸角の発達にかなりの違いが見られた。雌に関して

は大きさ以外にはあまり個体差は見られなかった。 
Ⅱ.オキナワカブトとヤマトカブトの交雑実験 

2018 年の交雑実験のパターンｂのヤマトカブト♂とオキナワカブト♀から、♂12 匹、♀13
匹のハイブリッドが生体として得られた。2019 年の交雑実験では、2018 年に見られなかっ

たオキナワカブト♂とヤマトカブト♀の交尾を確認したが、パターンａ～ｄとも産卵すら

見られず、次代の幼虫は得られなかった。ハイブリッド同士の交配についても繁殖が上手

くいかず、雑種第二代は得られなかった。 
Ⅲ.オキナワカブトの発生源（産卵場所と幼虫の生息地）について 

2016 年から発生源調査は継続しているが、沖縄本島北部の国頭村、大宜味村、東村におい

て 10 か所で幼虫を確認した。2019 年については本校周辺で 1 か所、東村で 1 か所の発生

場所を発見した。校内のビニルハウスにオガコや倒木を入れ、カブトムシの繁殖場所とな

るように整備を行った。 
４.考察  

小型で頭角や胸角の発達の乏しい個体については、判断が難しいので、体色やオキナワカブ

トの方がよく発音するなどの性質も含めたいくつかの条件で総合的に判定する方が賢明である

といえる。ハイブリッド個体については、すべての個体が見た目はオキナワカブトの特徴を備

えている個体であった。これがヤマトカブトの雄とオキナワカブト雌の同一の親から生まれた、

いわゆる兄弟であったためなのか、母方の遺伝子が出現するのかはこの一例のみではいえない

ため、今後も実験を継続し明らかにしていきたい。 
現段階でのヤマトカブトとオキナワカブトの交雑を示唆する専門家もいると聞いている。形

態の比較ではそれが事実か証明することは困難である。昨年度から九州大学荒谷氏に野外採集

個体のＤＮＡによる判定を依頼しているが、まだ結果は出ていない。 
今後はＤＮＡによる判定が必然となると考える。 
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入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

上間 勝吾    大城 満 

オキナワコカブトの飼育下における繁殖生態について 

～謎多きカブトムシ、コカブトの実態～ 
１.目的  

「夏の人気者」といわれるカブトムシ、日本には 4 種類近くのカブトムシの仲間が生息して

いることはあまり知られていない。その１種類であるオキナワコカブトは日本本土にも生息し

ているコカブトの亜種である。本種は樹液に集まることは少なく、主に虫の死骸などに集まり

地面を徘徊することもあるため謎が多いカブトムシである 

２.方法  

雄個体と雌個体の違いを比較 

コカブトの繁殖実験 

３.結果  

最初の雌は計 13 個の卵を産卵し、2 匹目の雌は計 14 個の卵を産卵した。卵は 1 週間以内に

はすべて孵化し、幼虫は 3 ヵ月もあれば初令から終令そして蛹への変化が確認でき、成長スピー

ドの速さに驚いた。蛹は 1 週間近くあれば成虫へ羽化しているのが確認できた。 

雄と雌の割合では、最初の雌からは雄が 3 匹、雌が 10 匹と圧倒的に雌が多く産まれた 2 匹目

の雌からは雄が 8 匹、雌が 7 匹と平均的な数でまとまった。繁殖実験をして気づいたことは雄

の個体は少しばかり角が立派で頭部がすり鉢状にへこんでいた。雌の場合、角は小さく頭部は

縦筋状のへこみがあったまた、雄は前脚が太くて短く雌の場合は細くて長い前脚ということが

本実験でわかった。 

４.考察  

人が話していた事だが「沖縄ではコカブトの雄は少なく野外では滅多に見ることができない」

とのこと。確かに雄の個体をみることは少ないが、今回の繁殖実験で最初の雌は 13 匹中、雄が

3 匹のみと少なかったが 2 匹目の雌からは 14 匹中 8 匹もの雄が産まれているので必ず雄の個体

は産まれるのである。 

ではなぜ、雄の個体は少ないのかそれはたんに見間違えではないかと私は考えます。なぜな

ら野性下では幼虫期の餌である腐葉土などの土が少ないため満足に成長することができず体が

小さいまま成虫になる個体が多いのではないだろうか。体が小さい雄の場合、特徴である角と

頭部のへこみは無く雌との判別は難しいのである。そのため、雄を捕まえても雌と誤って認識

しているのではないだろうか。 

コカブトの卵から成虫までの成長期間は約 3 ヵ月である。実際、繁殖実験をおこなってその

成長スピードの速さに驚いた。3 ヵ月もあれば卵から成虫になり繁殖をする。つまり 1 年間に 2

～3 サイクルで発生することが出来るのではないかと考え、現在研究中である。 
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入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

上原 玄武    東 沙南 

オンナダケヤモリの趾下薄板を舐める要因 

１.目的  

5 種類のヤモリをそれぞれ飼育しているとホオグロヤモリとミナミヤモリ、そしてオンナダケ

ヤモリにおいて指を舐める行動が見られた。特にオンナダケヤモリがその中でも頻繁に趾下薄

板（指の裏にあるへらのような器官）を舐めているのを視認した。同じような条件下で飼われ

ていたヤモリの中でなぜ、オンナダケヤモリだけが多く趾下薄板を舐めていたのか気になった

ので研究する目的となった。 

２.方法  

慣らしたプラケースの中にカルシウム粉末を散布し、趾下薄板へ付着させるパターンと、慣

らしたプラケース内にスルメを置き、匂いを充満させたパターンの 2 パターンで 10 分間で舐め

る回数をそれぞれ計測した。 

３.結果   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.考察  

平均回数を見てみるとカルシウム粉末パターン 4.9 回、スルメパターン 3.3 回、 

通常パターン 4.3 回であり、どれも大きな変化が見られずオンナダケヤモリが趾下薄板を舐め

る要因が分からなかった。だが、試行回数が三回と少なく信頼度が低いため今後も継続して行っ

ていく。 

また、今回の実験方法では温度や湿度を視野に入れてなかった。二回目の回数が全体的に少

なかった理由はそこにあるのかもしれない。なので、次回からは温度や湿度もパターン別に加

味した実験をしていきたい。 

 カルシウム粉

末パターン 

(3 回試行) 

スルメパターン 

(3 回試行) 

通常パターン 

(3 回試行) 

舐めた

回数 

1 回目 7 4 3 

2 回目 2 2 5 

3 回目 5 4 ５ 
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入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

伊勢田 楼子    阿賀嶺 礼旺儀    保 雄大 

イモリの模様の変化 

１.目的  

イモリの体表変化に着目し変化するのか、どうゆう状況下で変化するのか調査すること。 

 

２.方法  

水温の高い水槽、水温の低い水槽、陸地の割合を増やした水槽と、いくつか環境を変えた水

槽をつくり、イモリをその中で約１か月間飼育、模様が変化するのかを、観察する。 

 

３.結果  

イモリの模様は実際に変化した。しかし、変化したのは陸地の割合を増やした水槽、変わっ

たのは、背中の模様だけだった。 

 

４.考察  

今回の実験結果から、イモリの模様変化について、仮説を立てた。 

1、水槽内の状況的にイモリが林内にいると認識し、木漏れ日のさす林床に同化するような模

様に変化した。 

2、急激な環境変化によるストレス。 

3、周囲の温度の上昇に反応し、日光による吸収を抑え、それ以上の体温上昇を抑えるため。 

 

しかし、1 と 3 の仮説では、池など水中にいる模様もち個体に関しての説明ができなくなる。

2 の仮説では、ストレスがあったとして、体表を変化させなければならない理由がわからない。 

1 の派生として、周囲の光の量によって変えているのではとも考えたが、いずれにせよ、確証

を得るにはまだ情報量が足りず、さらなる研究が必要である。 
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入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

石井 千啓    上地 明斗 

アリからみる環境診断～アリｓ in Okinawa Island～ 

１.目的  

アリは森林から都市域の公園や建物内までどこでも見ることができ、大きさや形、生息環境

や営巣場所も多岐にわたることから「環境指標生物」としての役割を果たしている。 
また、沖縄島では 10 亜科 40 属 113 種のアリが得られており（寺山ら、2009）、本島を 南部、

中部、北部に区分すると、南部 62 種、中部 80 種、北部 88 種が得られており    （高嶺、2009）
中・北部の多様性が高いことがわかる。 
そこで、沖縄島のアリ相を調査し、アリからその場の環境について考えた。 

２.方法   

沖縄県本島を北部（やんばる国立公園内（A）、名護（B））、中部（C）、南部（D）において環

境別（森林(1)・海岸(2)・公園(3)）でアリを採集し、アリ相の違いを調べた。その際、森林の選

定は、土壌の違い（国頭マージ・島尻マージ・ジャーガル）に着目した(図 1)。 
採集方法は、単位時間採集法（今回は 400 ㎡の面積で 15 分間）で採集し、できるだけ多くの

種数を採集できるよう心掛けた。 

３.結果   

全 11 地点で 6 亜科 21 属 37 種（ウメマツアリ属は種まで同定できていないのでそれぞれ 1
種として計算）採集した。日本産アリ類画像データベース（アリ類データベース作成グループ、

2008）で沖縄のアリ種の出現頻度からみた類分けがされているので、それを参考に出現頻度が

低い順から「最普通種」、「普通種」、「稀な種」、「極めて稀な種」に類分けした。 

４.考察  

外来アリについて 
11 地点で採集された 6 亜科 21 属 37 種のうち 17 種が外来種であった。大半の種は複数の地

点で採集され、特に公園や海岸で多く採集された。これらの多くは人為的撹乱が多い環境でも

適応でき、生息場所はこれからも広がると考えられる。 
北部のアリ相 
    北部で見られる「極めて稀な種」「稀な種」は全て在来種であるのに対し、中南部で見

られる「稀な種」は全て外来種であった。また、北部と中南部の森林を比較すると外来

種の割合が北部では低いことや今回採集された沖縄固有種は全て北部でも採集されてい

ることから本来の自然環境が維持されている。 
ヤンバルアメイロアリ 
     ヤンバルアメイロアリは沖縄の固有種であるが、日本産アリ類画像データベース（ア

リ類データベース作成グループ,2008）によると北部以外で採集された情報がないが、今

回の採集では南部の D1 で 4 人が採集することができた。北部の土壌の多くは国頭マージ

で酸性である。A1、B1 でも pH5.5 と酸性の性質を示し、D1 も pH6.5 と弱酸性である。

このことからヤンバルアメイロアリは酸性の土壌または、そこで生育する植物を好むと

思われる。  
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入選 
地学 

沖縄県立那覇高等学校 

大田 優人    仲村 美咲    宮良 かのん 

沖縄と雪 

１.目的   

沖縄は昔、沢山の雪やみぞれが降ったと聞いたことがある。もしこれが本当ならば、沖縄で

また雪が降るのか、その頻度を究明する必要があるではないかと思った。 
また、雪が発生するための条件や発生の仕組みを知ルコとで、雪を身近な存在にしていきた

いため、研究を行った。 

２.方法  

研究１：平松式ペットボトル人工雪発生装置を用いて、ペットボトルの温め方、呼気の吹込

方が雪の結晶へ与える影響があるのか条件を変えて実験する。 
研究２：気象庁のホームページより、雪の降雪状況について調べる。雪が降った日の  気圧、

降水量、気温、湿度、風速のデータを抽出する。グラフから雪がどのような条件

で降ったかを調査し、雪が降った日それぞれを比較する。雪が降った際の気圧配

置を調べ、エルニーニョ現象やラニーニャ現象との関連性を調べるため、北半球

のエルニーニョ南方振動（略称：ＥＮＳＯ）の監視海域「ＮＩＮＯ.３」のデータ

を抽出し、グラフ化する。また、雪・雹が観測された年のＮＩＮＯ.３のデータを、

それぞれ比較する。 

３.結果   

研究１より、雪の結晶が成長するためには、より多くの水蒸気と冷却温度、冷却する時間が

関係してくることが分かった。 
研究２より、沖縄で雪、雹が観測された日、全体の共通点は気温が１０℃以下、そして湿度

が６０％前後、風向きが北、北北西、風速が弱い時であることがわかった。したがって、雪、

雹が降る条件として、気温、湿度が低く風向きが北、北北西。また、風速が弱い時である。 
また、雪が降った年のグラフの変化を観察すると、雪が降った際の多くはエルニーニョ現象

が発生していた。 

４.考察  

研究１より、雪の結晶が成長するためにはペットボトルや実験室の気温や冷却温度が重要で

あることが分かった。冷却時間については長くなるほど雪が成長するということではないこと

も分かった。よって、雪の成長する条件は他にもあると推測される。人工雪発生装置の中では

大きさが１ｃｍ程にしかならなかったが、実験中に水蒸気を追加するとどうなるのか疑問が生

じた。 
研究２については気象の動きだけでなく、高層天気図などを使用し、調べてみたいと感じま

した。また、エルニーニョ現象が発生している際に雪が降ったのは、授業で習ったエルニーニョ

現象の時日本では猛暑、寒冬ということに一致しており、より深く理解することができた。 
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入選 
地学 

沖縄県立球陽高等学校 

黒木 桃香    仲泊 栞菜    上地 完太    比嘉 楓    小林 魁    久手堅 向日葵 

金武湾におけるマイクロプラスチックの現状とそのモデル化 

１.目的  

世界的に海洋汚染の問題の一つとなっているマイクロプラスチック（以下「ＭＰ」とする。）

が沖縄の海岸から発見された事例がある。しかし、国内の海岸でのＭＰの研究事例は少なく、

現状があまり把握されていない。 
そこで私たちは金武湾周辺の砂浜海岸を対象に、ＭＰの分布の特徴を調査し、その堆積の仕

組みのモデル化を目的として研究を始めた。 

２.方法  

実験 1-1 金武湾周辺海岸でのサンプリングとＭＰの検出 
今回は大潮の満潮時の波打ち際を汀線と定義し、金武湾の海岸３か所で砂のサンプリング

を行った。また今回は採取した砂を水に浸し、浮いた粒子をＭＰの候補とした。 
実験 1-2 コドラート法による観察 
調査を行った海岸の汀線に堆積する漂着物の中からプラスチック片を検出し、カウントし

た。 
実験 2 簡易モデル実験 
水槽に砂で斜面（傾斜 5°）を作成し、ＭＰが満潮から干潮にかけてどのように砂面に堆積

するかを観察した。 

３.結果  

実験 1-1 
・ＭＰは汀線より海側に比較的多く存在した。 
・砂丘が発達する海岸では陸側にもＭＰが多く存在することが分かった。 

実験 1-2 
・汀線では目視で確認できる漂着ゴミやプラスチックを多く観察した。 

実験 2 
・汀線にＭＰが集中して堆積した。 
・風によって吹き上げられたＭＰが陸側に観察できた。 
・水位が下がる影響で海側にもＭＰが観察できた。 

４.考察  
各調査地点のＭＰの分布（結果 1-1、1-2）と簡易モデル実験（結果 2）とを比較し、考察を行っ

た。金武湾周辺のＭＰの分布状況は以下のように考える。 
①風の吹き寄せや金武湾表層の潮の流れによってＭＰが汀線付近に集中する。（多くは漂着し

た植物残渣と絡まる。） 
②満潮から干潮にかけて汀線より海側の砂浜表層にＭＰが堆積する。 
③その間に海風・風の影響を受けＭＰが汀線よりも陸側へ吹き上げられて堆積する。 
④その後、①～③が繰り返され汀線より陸側に堆積するＭＰが増加していく。 
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入選 
地学 

沖縄県立向陽高等学校 

土居 響    大城 駿    比嘉 小夏    盛山 あか凜    仲村 鈴 

地形の違いによる気象要素への影響 

１.目的  
向陽高校付近にある、沖縄気象台糸数観測所が沖縄本島南部の気象要素の観測点になってい

る。しかし、向陽高校と糸数観測所では、標高差が大きいため、テレビ等で発表された糸数観

測所の観測値と向陽高校での体感との差が生じる。 
また、天気予報を見て、制服調整期間中にその日の服装を決めた時に、暑いことがあるため、

学校周辺の気象要素をより正確に予測することができると快適に過ごせると思い、研究をした

いと考えた。 
２.方法  

(１)校内に気象観測機器を設置し、観測データを気象庁糸数観測所のデータと比較する。観測

項目は、気温、風向・平均風速の３項目である。 
(２)室内実験では、椅子とベニヤ板で簡易的に斜面を作り、傾斜の角度を変えて風速に  変化

が出るか調べた。 
(３)発泡スチロールで模型を製作し、向陽高校から糸数観測所までの地形と標高差を    可視

化した。 
３.結果  

(１)観測データ(９月、10 月、11 月)の比較 
気温…糸数より向陽がほぼすべて高くなった。９月、10 月、11 月の気温差の平均はそれ

ぞれ、1.96℃、1.92℃、1.93℃となった。 
風向・平均風速…向陽より糸数のほうがほぼすべて大きくなった。 

(２)室内実験より、斜面を作った場合、斜面がない場合に比べて、風速が大きくなった。水平

方向と斜面方向のどちらも斜面の傾斜が 15 度で最も大きい風速が測定され、傾斜の角度

を大きくするごとに風速は小さくなっていった。 
(３)製作した模型より、向陽高校周辺よりも糸数観測所周辺のほうが地形の傾斜が大きいこと

を確認できた。 
４.考察  

気温減率から求めた仮説通り，1℃以上の差が出た。しかし、1.9℃と予想より大きな差となっ

たのは、地形の違いによる影響があるのではないかと考えた。だが、その関係性は今回のデー

タからは明らかにできなかった。地形以外の要因として、観測点周辺の環境の違いが影響を及

ぼしたのではないかと考えた。 
向陽高校の観測機器は、コンクリート上に設置している。糸数観測所周辺は、芝生が広がっ

ている。そのため、コンクリートと芝生の輻射熱の違いが影響していると考える。 
風速の差が大きい場合と小さい場合があり、その風速差は一定ではなかった。単純に高度差

による影響のみなら、その風速差は一定となることが考えられる。しかし、風速差は一定では

ないことから、地形の違いが影響を与えたのではないかと考えた。 
室内実験より、傾斜があるほうが風速が大きくなったことと、模型製作より糸数観測所周辺

のほうが傾斜が大きいことから、斜面に対する風の吹き方が影響を及ぼした可能性があるが、

今回の風向・風速のデータからは大きな関係性を明らかにすることはできなかった。 
今後はさらにデータの数を増やして、地形との関係性を明らかにしていきたい。 
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入選 
産業 

沖縄県立北山高等学校 

           新城 航也    山口 宙    真栄田 星花海    新垣 柊人    比嘉 智也          

渡邉 鼓太朗        玉城 憂人 

北山高校ミニミニ水族館で環境教育！ Ⅱ 

１.目的  

生物部は 2 年前に学園祭でミニミニ水族館を実施した。今年度も、今帰仁村周辺の河川生物

を地域の方々に伝えるために、学園祭でミニミニ水族館として水槽展示を実施し、今帰仁村の

河川の特徴や在来生物外来生物に関する環境教育の啓蒙を試みた。 

さらに、高校生である私たちが、ミニミニ水族館やガイドを様々な場所で実施した場合の収

支を推定し、水生生物を活用した環境教育クリエーターの実現を目指した。 

２.方法  

学校周辺の河川（ジニンサ川・志慶真川・大井川など）において、タモ網やトラップ  （カ

ニかご、フィッシュキラー、ウナギ筒、ペットボトルトラップ）を使用して水生生物（魚類・

甲殻類・貝類など）を採集し、種類ごとに水槽に入れて展示した。各水槽は説明用カード（生

物のイラストと説明文）を添付した。 

2019 年 1 月にはなごサイエンスフェスタ 2019 でミニミニ水族館を実施し、来場された方々

に対して水生生物の説明を紙芝居形式で行った。さらに 9 月 27～28 日に北山高校の学園祭（北

山祭）で同様に実施した。北山祭では来場者にアンケートを実施し、水族館の環境教育に対す

る効果検証を行った。 

３.結果  

アンケート集計により、以下の結果が得られた。来場者の約 90％が川に興味を持った。約 95％

が川の動物について勉強になった。約 90％が外来生物について勉強になった。人気が高かった

動物は、ミナミホタテウミヘビ(魚類)とイッセンヨウジ、ホシマダラハゼ、そして  テナガエビ

類。 

入場料の設定では約 80％が￥100～500。外来生物の環境問題については訳 40％が今回初め

て知った。外来魚の駆除を依頼するとしたら、約 80％が￥1,000 円未満。さらに、約 98％が外

来生物についてのコーナーが勉強になったと回答した。 

４.考察  

アンケート結果から、今帰仁村内の河川や水生生物に興味・関心を持たせることができ、ま

た、地元の河川や河川生物を知る上で大いに役立たせることができた。従って、ミニミニ水族

館は環境教育の啓蒙に一定の成果を残すことができた。今後の課題としては、ミナミホタテウ

ミヘビ以外にも目玉となるインパクトのある生物を展示する必要がある。 

また、飼育・展示の方法のさらなる工夫が必要である。来場者からは、もっとたくさんの生

物が見たいとの意見があったため、さらに、多くの種類をそろえる必要があると感じた。 
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入選 
産業 

沖縄県立中部農林高等学校 

金城 大地    比嘉 優太    加前田 政志    金城 雄之介 

製紙スラッジを活用したエコ資材の開発  

～産業廃棄物で癒しの空間づくり～ 
１.目的  

製紙スラッジは、パルプおよび紙製造の過程で排出される汚泥であり、産業廃棄物として処理され
ており、主に焼却処分されることが多い。製紙スラッジの年間排出量は 500 万トン以上あり、全国の
製紙工場において処理方法は大きな課題である。うるま市にある製紙株式会社においても、1 日 15
トン排出され、焼却処分される年間処理費用は数千万円もの費用がかかる。これまで、再利用をめざ
し様々な研究が行われてきたが、解決には至っていない。 
また、スラッジ焼却する際には、炭酸カルシウムの熱分解によるＣｏ２も排出され地球温暖化の観

点からも対策が急務である。私たちの日常生活に必要不可欠な紙製品であるが、エコな社会構築をめ
ざし、コストをかけず、産業廃棄物である製紙スラッジの利用方法の確立が求められている。 

２.方法  
１ 企業視察・環境学習会 

(１) 沖縄科学技術大学院大学工芸講義参加 
(２) 琉球大学農学部出前講座等参加 

２ 製紙スラッジ実験 
(１) 培養土の作成及び植物生育調査 
(２) 硬度化実験 
(３) ペレットの作成 
(４) 造園資材（玉砂利、敷石、灯篭等）の作成 
(５) 陶芸制作 
(６) カラーリング（着色実験） 
(７) 庭園（ミニチュアガーデン）作成 
(８) 環境学習教材の開発 

３.結果  
(１）培養土の作成及び植物生育調査 
  ギンネム、マリーゴールド、芝類において高い確率で発芽することができた。百日草、けいと

う、    まつばぼたんについては、生育を確認することはできなかった。以上の結果から製紙
スラッジは、芝生（イネ科）等においては、成長阻害もなく培土として活用できることが分かっ
た。屋上緑化への利用やコスト面において大幅な削減が期待できる。 

(２) 硬度化実験 
  廃棄米、藺草、洗濯糊、海藻、くず土（陶芸用赤土）、石灰、セメントを用いて硬化実験を行っ

た。   添加物により固まりが異なる。 
(３) ペレットの作成 
  水分量の調整を行うことで、ペレットを製作することができた。 
(４) 造園資材（玉砂利、敷石、灯篭等）の作成 
  小型な灯籠等は作製することに成功することができた。 
(５) 陶芸制作 
  くず土を混ぜ、電気炉を使い、シーサー等を作製することができた。 
(６) カラーリング（着色実験） 
  チョークを使い、着色することができた。 
(７) 庭園（ミニチュアガーデン）作成 
  エコな造園資材を活用し、庭造りを行うことで、日常生活に癒しの空間を作り出すことができ、

環境問題の啓発につなげることができた。 
(８) 環境学習教材の開発 
  クイズ形式で環境学習教材を制作することができた。 

４.考察   
産業廃棄物を有効活用することにより、コスト削減を図り、資源の有効活用、環境啓発、温暖化防

止に努めることができた。日常生活に癒しの空間を作り出すことができ、環境問題の啓発につなげる
ことができる。土壌と異なり、軽量化を図ることができ、また水分保持力もあるため、芝生等を活用
した、屋上緑化、コンクリートやアスファルト上にも設置することが可能である。廃棄コストを減少
させ、緑化やものづくりへの活用が期待できる。 
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入選 
物理 

ベクテル エレメンタリー スクール 

サマンサ ワッズワース 

磁気浮遊 
1．動機 : この作品は、電車システムを構築するのに、どのように磁気浮遊（リニアモーターカー）が公共交通システムとして

使われたのか調べるために行いました。リニアモーターカーは、人やものを長距離運ぶ方法としてより速く、クリー

ンな方法を提供し、ほとんどの経費やコントロールは線路にあり、電車を建造すること自体は安く、より安い安全な

交通システムを提供できます。リニアモーターカーは、普通の電車のエンジンよりも CO2 の排出量も少なく、地球

温暖化の軽減にも役立ちます。 
2．手順 : リニアモーターカーを設計するためには、まず初めに浮遊させる電車の重さが磁気浮遊にどう影響するのか調べる必

要がありました。そのために、重さが磁気カートの浮遊に及ぼす変化を測定し、エラーを 小限にするために結果か

ら平均を出しました。重さがないゼロの時から磁石が触れる 高８㎜、カートが落ちるまでの距離を測りました。測

定は目視で、定規と虫眼鏡を使い行いました。 

3．結果 : 

 

 

 

 

 
4．考察 : 磁石が、分離距離と運んでいる重さの直接的関係をもたらしていることがわかりました。これは、リニアモーター

カーが運べる重さと正比例していることになります。また、磁石同士の距離の近いある時点から磁石が速く衝突す

るという現象があったことに気づきました。この現象を研究するために、超音波センサーを使ってより正確に距離

を測定し、新しい測定をする必要があると思いました。 
 
1. Motive 
This project investigates how magnetic levitation (maglev) is used to build train systems for public 
transportation. Maglev trains provide a faster and cleaner way to transport people and materials 
for long distances and can be built such that most of the costs and controls are in the track, making 
the construction of trains much cheaper and providing a safer and more efficient transport system. 
Maglev systems also produce less CO2 than common train engines and can help alleviate global 
warming. 
 
2. Methods 
To design a maglev systems first we investigate how magnetic levitation is affected by the weight 
the levitating train must carry. To do this we measure how the elevation of a magnetic cart changes 
with weight. and average our results to minimize error. We measured the distance the cart went 
down from a zero when it had no weight to a maximum of 8 mm when the magnets touched. 
Measurements where done visually using a ruler and a magnifying glass.  
 

測定１ 測定２ 測定３ 平均 
1 1 1.2 1.07 
2 1.8 2.4 2.07 
3 3.2 2.9 3.02 
4 3.6 3.3 3.63 
5 4 4.0 4.33 

5.5 5 5.0 5.17 
6 6.2 5.5 5.90 

3. Results  

 

 

 

 

 

 
4. After Thought 
We found magnets have a direct relation between separation distance and weight carried. This tells 
us the weight a maglev train can carry is directly proportional. We also noticed 
different behaviour at very close distance between magnets where after a certain point the 
magnets collided rapidly. To study this behaviour we will conduct new measurements using an 
ultrasonic sensor calculate to distance for more exact measurement.
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入選 
生物 

ベクテル エレメンタリー スクール 

モーガン アルファロ       ソフィア ラッテンバーグ 

植物の力 
 

1．動機 :   グリーンエナジーは、環境に良いものです。グリーンエナジーは、何度も繰り返し使用

できる持続可能なエネルギーです。私たちは、地球を大切にするべきです。私たちは、地球

を破壊する電池をたくさん使いたくありません。化石燃料を使うほかの電源も持続可能なも

のではありません。もし人々が電力にグリーン電気を使用したら、環境のためになると思い

ます。エネルギーを発生させるために利用する植物の力は、持続可能で、環境にも優しいで

す。私たちが資源として使用する植物と土材（バイオマス）は、地元で生産することが出来

ます。 
問題提起: 再生可能資源（バイオマス‐植物または植物からなる土材）は、発電のために再生不能

資源を代替できるのか？ 
2．手順 : 科学調査は２つの部門に分けました： 

調査１： 酸性度が電気を発生させるためにどのように水素イオンの濃度に影響を及ぼすかを理解

するためにレモンと水で光の原動力と なる方法を調査すること。  
手順 –1. 銅製の棒３本、亜鉛製の棒３本、プラスチックのコップ３個、２本の白い 

ワイヤー、赤と黒のワイヤー１本ずつを集め小さなライトタワーに接続する。  
2.   ３個のプラスチックのコップに水を７５ｍｌ入れる。 
3.   白いワイヤーを銅と亜鉛の棒につなげる（２回）。 
4.   亜鉛を黒色ワイヤーに、銅を赤色ワイヤーにつなげる。 
5.   黒色ワイヤーにつながった亜鉛を水の入ったコップに入れる。 
6.   赤色ワイヤーにつながった銅を別の水の入ったコップに入れる。 
7.   銅製の棒を亜鉛製の棒と一緒にコップに入れる。 
8.   白色ワイヤーとつながった亜鉛製の棒を別の水の入ったコップに入れる。 
9. 白色ワイヤーとつながった銅製の棒を亜鉛製の棒と一緒に水の入ったコップに入れる。 
10. 後に、白色ワイヤーとつながった亜鉛製の棒を銅製の棒と赤色ワイヤーと水の 

入ったコップに入れると、ライトタワーが点灯する。  
調査 2: バイオマス（植物と土材）を使って発電する。 
生産 - 1.  地元で生産された種（コーン、大豆、もやし）を集める。 

2.  種を３００ml の土に２cm の深さで植える。 
3.  毎週２０ml の水をやる。 
4.  直射日光が当たるよう、窓際の棚に置く。 
5.  毎週、気温を測る。 
6.  毎週 pH を測定する。 pH が２になるまで継続して毎週測定する。 pH が２に 

なった時、電圧を測定する。 
電圧が１．５ボルトになるまで毎週測定する。１．５ボルトになったら、手に持つ小型扇風機を動か

すことが出来る。 
3．結果 : 枝豆（大豆）、コーン、もやしを発芽させた。 実験開始時当初のそれぞれの pH は、中性 

だった。              枝豆/大豆 ‐ pH 7     コーン ‐ pH 7     もやし ‐ pH 7 
私たちのデータは、確定的ではありませんでした。まだ実験を継続途中で、変化観察する時間がもっと

必要です。必要であれば、１月に計測した pH データを 終プレゼンボードと一緒に提出します。 
 

4．考察 : 私たちの考えた手順（種を発芽）では、 pH の変化を観察するのに時間がかかると思います。

だから、大豆、コーン、もやしをブレンダーで液化してバイオマスを土に混ぜてから、pH と伝導率の

テストを行いたいです。さらに、海藻は電源になると聞いたことがあるので、地元でとれる海藻で同じ

プロセスを行いたいです。 
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入選 
生物 

ベクテル エレメンタリー スクール 

タイリック ダオ 

ハートモニター 
1．動機 : この作品は、心臓と心臓に対するストレスの研究です。心拍数をモニターすることは重要 

です。ストレスがありすぎることは良くないことで、問題を引き起こす可能性があるから 
です。人は一生の中で多くの異なるストレス要因を持っており、ストレスを感じたときに、 
怒る人もいます。ある子供は、テストを受けないといけないときに、ストレスを感じます。 
このストレスをモニタリングすることは、いつその人がリラックスして落ち着くべきか 
知ることを手助けしてくれます。 

 
2．手順 : 初に、1 人用の心拍数モニターを作ります。 

エンジニアリングデザイン - 
リストバンドの内側に脈センサーを縫付けて固定します。脈センサーは、Lilypad Arduino 
に繋がっていて、前腕の内側になります。脈拍数インジケーターは、脈センサーの反対 
側にある連続した LED ライトになります。ストレスが感じられるかもしれない異なった 
状況で心拍数モニターをテストします。心拍数モニターと心拍数アプリまたは心拍数 
精査器を使って測定したものを比較します。 

 
3．結果 :  今の時点でのデータは、確定的なものではありません。1 月にプレゼンボードと一緒に 

提出します。 
 

4．考察 : このセンサーまたは別のセンサーを使って、脳の活動をモニターすることはできないで 
しょうか。 
 

1.  Motive  
This project is a study of the heart and stress on the heart. Monitoring the heart rate is important 
because too much stress is a bad thing and could cause problems.  People have many different 
stressors in their lives - sometimes someone gets angry when they are stressed.  Some kids get 
stressed when they take tests.  Monitoring this stress will help them to know when to relax and calm 
down. 
 
2.  Methods  
First, build a heart rate monitor that can be used for a single person. 
Engineering Design - 
Place the pulse sensor on the inside of the wrist sewn onto a wristband to hold it in place. The pulse 
sensor will be connected to the LilyPad Arduino which will be located on the inner forearm. The heart 
rate indicator will be a series of LED lights located on the opposite side of the pulse sensor. 
 
Test the heart rate monitor in different situations where there may be stress.  Compare the heart 
rate monitor with a heart rate App or measure with a heart rate probe.  
 
3.  Results  
The data is inconclusive at this time.  The data will be submitted on the final board presentation in 
January. 
 
4.  After Thought  
I wonder if this sensor or another sensor can be used to monitor brain activity. 
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入選 

産業 
ベクテル エレメンタリー スクール 

ロンドン G. ベリー 

グリッター パッケージ 

1．動機 : オリジナルのグリッター パッケージは、自分のものでない小包を盗っていく人のため

に作られました。元 NASA のエンジニアが作ったグリッターボンブを見たとき、いたず

らやパーティーで子供たちが楽しめるもっと大きい、広範囲のグリッターボンブを作り

たいと思いました。 
 
2．手順 : 研究の方法として、グリッターを入れる容器の大きさを変えることが出来るか調べまし

た。また、コーンを回すモーターをもっと強力で充電できるモーターに変えました。  
 
3．結果 : 元 NASA のエンジニアが作ったグリッターボンブのビデオで使われていたものより 

大きく、広範囲になるようコーンの円周を１８ｃｍで作成しました。また、より大きい 
コーンを回すためのパワーを発生させるエンジンもつけました。  

 
4．考察 : 私のグリッター パッケージは、子供たちみんなが楽しめるように、より広いスペース

と広範囲をカバーしました。目標は達成できたと思います。 

 
1. Motive 
The original Glitter Package was Made to deter people from taking packages that do not belong 
to them. When I first saw the glitter bomb that was made by a former NASA engineer, it  
influenced me to make a bigger a wider glitter bomb for other kids to enjoy for pranks and 
parties. 
 
2. Methods 
My approach for investigating the problem is to see if i can change the size of the cone that holds 
the glitter. I also changed to a more powerful and rechargeable motor to spin the cone. 
 
3. Results 
I built a cone with an 18cm circumference. Which created a wide range than the smaller cone 
used in the original NASA engineer glitter bomb video. Also, the engine generates more power to 
accommodate for the bigger cone. 
 
4. Afterthought 
My glitter package can cover more space and cover a longer range of space with glitter for all 
children to enjoy. I think that I met my objective. 
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入選 

生物 
カデナ ハイスクール 

リリー テイアッグ 

UV-B 照射を受けた植物に対する天然色素の効果 
1．動機 : この実験の目的は、環境にあふれている豊富な天然色素を使い、植物、場合によっては人間を有害な 

紫外線照射から守る自然で革新的な方法を見つけることでした。リサーチと地元の店で入手可能なこと         
を考慮し、カロチノイドとベタレイン色素を選びました。 

 
2．手順 :  １８個のトマトの苗を地元の店で入手し、６個のプラスチック製のプランターに植えました。軽石の砂

利を使い、即時に配水するのを防ぐため敷き詰めました。そしてプランターの半分ほど土を入れました。
それぞれのプランターにトマトの苗を一定間隔で３本ずつ植え、残りの高さまで土を入れ、苗の周りの
土をならしました。３日間、それぞれの植物の根元に 50ml の水をやり、同じ量の直射日光を当てまし
た。3 つのプランターには CTRL とラベルを付け、3 つのプランターには UV とラベルを付けました。
CTRL プランターに、１，２，３とラベルを付け、UV のプランターにも同様にラベルを付けました。
それから、ジュースを作るのに必要な時、定期的にニンジン、ビートルートを入手しました。植物に水
やりが必要な時は日々変わり、十分な量の液体を作るためにキッチンのジューサーでニンジンを 2-3 本
とビーツをジュースにしました。色素ジュースは 高 48 時間、鮮度を保つために冷蔵庫で保管し、コ ー
ヒーフィルターを使ってこしました。 

          18 本のそれぞれの植物には、メスシリンダーとピペットを使い測った 15ml の液体を与えました。１と
ラベルの付いた植物には、15ml の水を与えました。2 とラベルの付いた植物には、10ml のニンジンジ
ュースと 5ml の水を与えました。3 とラベルの付いた植物には、10ml のビートジュースと 5ｍｌの水を
与  えました. 
毎日この水やりの作業を同じ時間に 25 日間続けました。毎晩、UV とラベルの付いた植物は閉めた 
部屋 /クローゼットに入れ、UV-B ランプを他の光源なしで 
6 時間照射した、これには爬虫類用のバスキング電球を使いました。日中は、UV と CTRL 両方とも 
同じ窓に置き、天気にもよりますが直射、間接太陽光を浴びせました。2 日おきに観察し、成長を評価
するために高さを測りました。25 日目の終りに、葉数を数え、葉長の平均をだし、葉柄から頂部、葉幅
の平均を測りました。 

 
3．結果 : 実験の結果は、ベタレイン色素を与えた 3 とラベルの付いた植物が、葉数、植物の高さ、全体的な質的

データから UV 照射下で、 も健康でした。カロチノイドが含まれる色素を与えた 2 とラベルの付いた
植物は、UV、CTRL 両方とも高さ、葉数、全体的な外見からも明らかに成長が阻害されていました。
水だけを与えられたラベル 1 は、標準の状態でのみ非常に健康でした。しかし、UV-B 照射下のラベル
1 の植物は、UV 条件下では 3 つのうち 1 番不健康でした。高さ、葉数、全体的な外見、色で考慮しま
した。UV 条件下に対する色素の効果を検査するために 終的な高さ、全体的な高さ、葉数データの
ANOVA テストを行いました。全 3 項目の測定データは、明らかで、添付 D で確認できます。 
これにより、水だけの時と比較してベタレインは UV に対し素晴らしく効果的であることがわかりま 
した。カロチノイド色素を与えた植物は、UV を照射する、しない関係なく成長が阻害されました。 
UV-2 とラベルの付いたカロチノイドの植物は、UV-1 と比べると比較的健康でしたが、カロチノイドが 
紫外線に対し効果的というまでの大きな影響ではありませんでした。 

 
4．考察 : 仮説として挙げた カロチノイドで補う植物が一番健康になるということは、実験の結果から証明はでき

ませんでした。ベタレイン色素を与えた植物は、UV 照射の環境下で水だけのものと比べ明らかに健康で、
ANOVA テストで葉数、植物の成長高（添付 A 参照）で証明されました。これはベタレインには紫外線
照射に対して有効な特性があるかもしれないことを示唆していますが、これを証明するためにより多く
の実験を行う必要があります。 
この実験の結果は、カロチノイドとベタレイン色素のみに集中して実験をしていたので、他の要因が影 
響しているかもしれません。ビーツとニンジンの色素は、植物に吸収されていなかったかもしれません 
し、ジュースの中の他の物が結果に影響していたかもしれません。これは実験の結果に限界を与えてし
まいます。プロセス中、UV は一定していましたが、太陽光の量と気温は一定しておらず、日によって変
化し、植物の成長にマイナスの影響を及ぼしていたかもしれません。 
将来、天然植物色素は、UV 照射から保護するものとして動物や植物に使われるかもしれません。通常の 
環境下でベタレイン色素は、成長を阻害せず、UV 照射から保護しており、UV ランプを使用して育てる 
のであれば、自然防御メカニズムを刺激するためにベタレイン抽出液を与えるのもいいかもしれません。 
この実験の結果に基づいて、色素が植物を守ったかどうかは確定することが不可能ですが、ベタレイン 
色素入りジュースが成長に良い影響を与えたことは確かです。天然色素の世界をさらに調査し、世界を 
より良いものにするために、人間が恩恵を受けることが出来る方法を見つけることが出来ると思います。 
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　　　　　〃　　　　　石　川　義　行　　　送配電本部　理事電力流通部長

　　　　　〃　　　　　川　満　秀　昭　　　送配電本部　配電部長

　　　　　〃　　　　　仲　程　　　拓　　　発電本部　理事発電部長

　　　　　〃　　　　　上　原　由　嗣　　　離島事業部長

　　　オブザーバー　　　儀　武　　　健　　　監査役室長

　　　事　務　局　　　　　　　　　　　　　研究開発部

★運営委員会名簿

　　　委　員　長　　　高　原　景　滋　　　沖縄電力株式会社　研究開発部長

　　　副 委 員 長　　　儀　間　清　浩　　　沖縄県高等学校理科教育研究協議会　会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(沖縄県立浦添高等学校　校長 )

　　　委　　　員　　　島　村　一　司　　　沖縄県理科教育協会　会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(沖縄市立コザ中学校　校長 )

　　　　　〃　　　　　赤　嶺　信　一　　　沖縄県立総合教育センター　班長

　　　　　〃　　　　　林　　　尚　美　　　沖縄県立総合教育センター　主任研究主事

　　　　　〃　　　　　長　嶺　　　修　　　総務部　広報グループ長

　　　　　〃　　　　　仲　村　昌　之　　　研究開発部　次長

　　　　〃 (事務局長 )　　　真　壁　慎　治　　　沖縄県教育庁県立学校教育課　指導主事

　　　　〃(事務局次長 )　　　小波津　清　正　　　研究開発部　企画管理グループ長

　　　　〃 (事務局員 )　　　前　花　和　秀　　　沖縄県教育庁義務教育課　指導主事

　　　　〃 (〃 )　　　 瑞慶山　良　作　　　沖縄県高等学校理科教育研究協議会　事務局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(沖縄県立向陽高等学校　教諭 )

　　　　〃 (〃 )　　　 宮　平　光　二　　　沖縄県理科教育協会　事務局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(宜野座村立宜野座中学校　教諭 )

　　　事　務　局　　　　　　　　　　　　　研究開発部　企画管理グループ
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★チャレンジ実験出展委員会名簿

　　　委　　　員　　　瑞慶山　良　作　　　沖縄県高等学校理科教育研究協議会　事務局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(沖縄県立向陽高等学校　教諭 )

　　　　　〃　　　　　宮　平　光　二　　　沖縄県理科教育協会　事務局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(宜野座村立宜野座中学校　教諭 )

　　　　　〃　　　　　濱　元　良　人　　　沖縄県高等学校物理教育研究会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(沖縄県立那覇国際高等学校　教諭 )

　　　　　〃　　　　　矢　永　仁　美　　　沖縄県高等学校化学教育研究会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(沖縄県立浦添高校　教諭 )

　　　　　〃　　　　　山　内　正　一　　　沖縄生物教育研究会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(沖縄県立南風原高等学校　教諭 )

　　　　　〃　　　　　兼　島　達　也　　　沖縄県高等学校地学教育研究会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(沖縄県立北山高等学校　教論 )

　　　　　〃　　　　　安次嶺　主　紋　　　沖縄県高等学校「情報」教育研究会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(沖縄県立陽明高等学校　教諭 )

　　　　　〃　　　　　幸　地　健　次　　　那覇地区中学校理科教育研究会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(沖縄県立開邦中学校　教諭 )

　　　　　〃　　　　　宮　里　裕　貴　　　中部理科教育研究会　事務局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(沖縄市立安慶田中学校　教諭 )

　　　　　〃　　　　　照　屋　盛　太　　　島尻理科教育研究会　事務局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(南城市立大里中学校　教諭 )

　　　事　務　局　　　真　壁　慎　治　　　沖縄県教育庁県立学校教育課　指導主事

　　　　　〃　　　　　前　花　和　秀　　　沖縄県教育庁義務教育課　指導主事

　　　　　〃　　　　　小波津　清　正　　　研究開発部　企画管理グループ長

　　　　　〃　　　　　泉　　　祐　正　　　研究開発部　企画管理グループマネージャー

　　　　　〃　　　　　與那嶺　　　淳　　　研究開発部　企画管理グループ係長

　　　　　〃　　　　　當　山　優　太　　　研究開発部　企画管理グループ

　　　　　〃　　　　　島　袋　洋　平　　　研究開発部　企画管理グループ
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★審査委員会名簿

　　　委　員　長　　　赤　嶺　信　一　　　県立総合教育センター理科研修班

　　　副 委 員 長　　　林　　　尚　美　　　県立総合教育センター理科研修班

　　　委　　　員　　　濱　川　武　司　　　県立総合教育センター理科研修班

　　　　（24 名）　　　　内　間　清　晴　　　沖縄キリスト教短期大学

　　　　　　　　　　　與　儀　　　護　　　琉球大学理学部物質地球科学科物理系

　　　　　　　　　　　名　嘉　克　弥　　　県立総合教育センター理科研修班

　　　　　　　　　　　福　本　晃　造　　　琉球大学教育学部

　　　　　　　　　　　漢　那　洋　子　　　琉球大学 理学部海洋自然科学科 化学系 

　　　　　　　　　　　新　城　憲　一　　　教育庁文化財課

　　　　　　　　　　　大　城　直　輝　　　環境部自然保護課

　　　　　　　　　　　杉　尾　幸　司　　　琉球大学大学院　教育学研究科 

　　　　　　　　　　　千木良　芳　範　　　宜野湾市立博物館

　　　　　　　　　　　安座間　安　史　　　琉球大学教育学部　教職センター

　　　　　　　　　　　仲　里　　　健　　　県立総合教育センター理科研修班

　　　　　　　　　　　宇佐美　　　賢　　　県立博物館・美術館博物館班

　　　　　　　　　　　前　花　和　秀　　　教育庁義務教育課　学力向上推進室

　　　　　　　　　　　前　川　恒　久　　　教育庁国頭教育事務所

　　　　　　　　　　　武　原　義　也　　　教育庁中頭教育事務所

　　　　　　　　　　　井　上　洋　文　　　教育庁島尻教育事務所

　　　　　　　　　　　津　波　　　匠　　　教育庁那覇教育事務所

　　　　　　　　　　　平　田　　　優　　　那覇市教育委員会

　　　　　　　　　　　佐久本　　　厚　　　県立総合教育センター産業教育班

　　　　　　　　　　　上　唐　由紀子　　　県立総合教育センター産業教育班

　　　　　　　　　　　清　水　洋　一　　　琉球大学教育学部技術教育教室

　　　　　　　　　　　濱　田　栄　作　　　琉球大学大学院教育学研究科・教育学部 

　　　　　　　　　　　岡　本　牧　子　　　琉球大学教育学部学校教育教員養成課程 
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第 42 回沖縄青少年科学作品展応募作品一覧表

１．校種別及び教科領域別応募作品数

小 学 校 中 学 校 高 校 合 計 率（％）

物 理 6 1 7 0 6 0 19 1 15%

化 学 4 0 5 0 14 0 23 0 18%

生 物 19 4 10 0 29 3 58 7 46%

地 学 5 1 3 0 6 0 14 1 11%

産 業 1 1 0 0 10 0 11 1 9%

合 計 35 7 25 0 65 3 125 10 100%

※塗りつぶしはアメリカンスクール数

２．校種別及び教科領域別応募作品の調査・研究の態様

小 学 校 中 学 校 高 校 合 計

個人 共同 個人 共同 個人 共同 個人研究 共同研究

物 理 5 4 1 1 6 6 1 0 0 0 6 6 11 10 8 8

化 学 4 4 0 0 5 5 0 0 4 4 10 10 13 13 10 10

生 物 15 13 4 2 9 9 1 1 7 4 22 22 31 26 27 25

地 学 5 4 0 0 3 3 0 0 0 0 6 6 8 7 6 6

産 業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 1 0 10 10

合 計 30 25 5 3 23 23 2 2 11 8 54 54 64 56 61 59

※塗りつぶしはアメリカンスクール外数

３．校種別及び教科領域の部門別応募状況

小 学 校 中 学 校 高 校 合 計

レポート 製作 課題論文 レポート 製作 課題論文 レポート 製作 課題論文 レポート 製作 課題論文

物 理 6 5 7 7 6 6 19 18 0 0 0 0

化 学 4 4 5 5 14 14 23 23 0 0 0 0

生 物 19 15 10 10 29 26 58 51 0 0 0 0

地 学 5 4 3 3 6 6 14 13 0 0 0 0

産 業 1 0 0 0 10 10 11 10 0 0 0 0

合 計 35 28 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 65 62 0 0 0 0 125 115 0 0 0 0

※塗りつぶしはアメリカンスクール外数

４．校種別応募校数及び生徒数

小 学 校 中 学 校 高 校 合 計

校 数 23 21 19 19 23 21 65 61

人 数 40 31 28 28 284 281 352 340

※塗りつぶしはアメリカンスクール外数
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４．応募校別教科領域の部門状況

　　小学校の部

科目

学校名
物 理 化 学 生 物 地 学 産 業 合 計

1 石垣市立石垣小学校 1 1

2 石垣市立名蔵小学校 1 1

3 浦添市立前田小学校 1 1

4 沖縄市立高原小学校 1 1

5 沖縄市立比屋根小学校 1 1

6 沖縄市立山内小学校 1 1

7 北中城村立北中城小学校 1 1

8 宜野湾市立嘉数小学校 1 1

9 沖縄カトリック小学校 2 1 2 1 6

10 豊見城市立豊崎小学校 1 1

11 那覇市立曙小学校 1 1

12 那覇市立天久小学校 2 2

13 那覇市立城西小学校 1 1

14 那覇市立城北小学校 1 1

15 那覇市立泊小学校 2 2

16 那覇市立松島小学校 1 1

17 那覇市立真和志小学校 1 1

18 南城市立船越小学校 1 1

19 宮古島市立東小学校 1 1

20
宮古島市立東小学校
宮古島市立南小学校

1 1

21 本部町立伊豆味小学校 1 1

5 4 15 4 0 28
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　　中学校の部

科目

学校名
物 理 化 学 生 物 地 学 産 業 合 計

1 石垣市立石垣第二中学校 1 1

2 石垣市立崎枝中学校 1 1

3 石垣市立名蔵中学校 1 1

4 糸満市立糸満中学校 1 1

5 糸満市立高嶺中学校 1 1

6 浦添市立仲西中学校 1 1

7 浦添市立港川中学校 1 1

8 沖縄市立山内中学校 1 1

9 北中城村立北中城中学校 1 1

10 沖縄カトリック中学校 1 1

11 昭和薬科大学附属中学校 1 1

12 中城村立中城中学校 1 1

13 那覇市立首里中学校 1 1

14 那覇市立古蔵中学校 1 1

15 那覇市立松島中学校 1 1 2

16 那覇市立安岡中学校 1 1 2

17 南城市立大里中学校 1 1

18 宮古島市立久松中学校 1 1

19 琉球大学教育学部附属中学校 2 1 1 1 5

20

7 5 10 3 0 25

　高校の部

科目

学校名
物 理 化 学 生 物 地 学 産 業 合 計

1 沖縄県立北部農林高等学校 2 2

2 沖縄県立宮古高等学校 2 2

3 沖縄県立八重山高等学校 1 2 3

4 沖縄県立コザ高校 2 2

5 沖縄県立浦添工業高等学校 1 1

6 沖縄県立沖縄水産高等学校 2 2

7 沖縄県立開邦高等学校 7 1 8

8 沖縄県立球陽高等学校 1 2 5 2 10

9 沖縄県立向陽高等学校 2 1 3

10 沖縄県立石川高等学校 1 1

11 沖縄県立中部農林高等学校 2 2

12 沖縄県立那覇高等学校 1 2 3

13 沖縄県立那覇国際高等学校 1 1 1 3

14 沖縄県立那覇西高等学校 1 1

15 沖縄県立南部農林高等学校 1 1

16 沖縄県立美来工科高等学校 1 1

17 沖縄県立辺土名高等学校 10 10

18 沖縄県立北山高校 1 2 1 4

19 沖縄県立名護高等学校 1 1

20 沖縄カトリック高等学校 1 1

21 興南高等学校 1 1

6 14 26 6 10 62
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　　アメスクの部

科目

学校名
物 理 化 学 生 物 地 学 産 業 合 計

1 E.C. キリン　エレメンタリー　スクール 2 2

2 ベクテル　エレメンタリー　スクール 1 2 1 1 5

3 クバサキ　ハイスクール 2 2

4 カデナ　ハイスクール 1 1

1 0 7 1 1 10
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沖縄青少年科学作品展　応募数及び来場者数の推移

回 数
応 募 総 数（ 学 校 数 ） 来場者数（人）

小 学 校 中 学 校 高 等 学 校 小 計 総 計 初日 2日目 総計

平成 18 年度 第 29 回
29 (21) 30 (23) 57 (18) 116 (62)

129 (66) 7,597 7,844 15,441
5 (1) 5 (2) 3 (1) 13 (4)

平成 19 年度 第 30 回
27 (24) 40 (21) 61 (16) 128 (61)

173 (66) 8,863 9,088 17,951
12 (3) 33 (2) 0 (0) 45 (5)

平成 20 年度 第 31 回
30 (20) 34 (24) 59 (17) 123 (61)

139 (62) 7,194 8,823 16,017
0 (0) 16 (1) 0 (0) 16 (1)

平成 21 年度 第 32 回
29 (23) 28 (17) 55 (20) 112 (60)

122 (63) 3,315 4,636 7,951
2 (1) 8 (2) 0 (0) 10 (3)

平成 22 年度 第 33 回
24 (21) 35 (24) 69 (22) 128 (67)

144 (70) 6,014 9,531 15,545
11 (1) 4 (1) 1 (1) 16 (3)

平成 23 年度 第 34 回
22 (19) 26 (19) 71 (23) 119 (61)

134 (66) 4,648 6,359 11,007
13 (3) 1 (1) 1 (1) 15 (5)

平成 24 年度 第 35 回
21 (16) 27 (21) 74 (23) 122 (60)

142 (65) 5,929 8,638 14,567
18 (4) 2 (1) 0 (0) 20 (5)

平成 25 年度 第 36 回
23 (20) 27 (21) 73 (26) 123 (67)

137 (69) 5,821 6,189 12,010
11 (1) 3 (1) 0 (0) 14 (2)

平成 26 年度 第 37 回
25 (20) 28 (22) 72 (23) 125 (65)

142 (69) 4,651 5,115 9,766
16 (3) 1 (1) 0 (0) 17 (4)

平成 27 年度 第 38 回
25 (21) 25 (19) 79 (21) 129 (61)

149 (66) 3,021 4,834 7,855
10 (4) 10 (1) 0 (0) 20 (5)

平成 28 年度 第 39 回
27 (21) 26 (21) 66 (19) 119 (61)

139 (66) 3,973 4,939 8,912
10 (4) 10 (1) 0 (0) 20 (5)

平成 29 年度 第 40 回
26 (21) 24 (17) 78 (21) 128 (59)

136 (61) 9,824 10,231 20,055
2 (1) 6 (1) 0 (0) 8 (2)

平成 30 年度 第 41 回
23 (21) 26 (21) 66 (17) 115 (59)

119 (61) 6,078 7,704 13,782
1 (1) 3 (1) 0 (0) 4 (2)

令和元年度 第 42 回
35 (23) 25 (19) 65 (23) 115 (65)

125 (69) 4,382 4,188 8,570
7 (2) 0 (0) 3 (2) 10 (4)

※塗りつぶしは、アメリカンスクール数

※（　　）内は、学校数
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第 42 回沖縄青少年科学作品展　開催概要

開催日時：令和２年 2月 15 日（土）、16 日（日）10：00 ～ 17：00

開催場所：ANA ARENA　浦添（浦添市民体育館）

【式典】

　実施日時：令和２年 2月 15 日（土）10：00 ～ 12：30

　内　　容：開会式、表彰式、沖縄県知事賞受賞者による作品発表

【上位賞受賞者によるポスターセッション】

　実施日時：令和２年 2月 15 日（土）13：00 ～ 14：00

　内　　容：上位賞（沖縄県知事賞、沖縄電力社長賞、沖縄県教育長賞、環境奨励賞）受賞者による作品概要説明お

よび質疑応答

【入賞作品展示】

　実施日時：令和２年 2月 15 日（土）、16 日（日）10：00 ～ 17：00

　内　　容：全入賞作品（沖縄県知事賞、沖縄電力社長賞、沖縄県教育長賞、環境奨励賞、審査員奨励賞、佳作、入選）

122点の展示

【その他イベント】

　実施日時：令和２年 2月 15 日（土）13：00 ～ 17：00

　　　　　　　　 　　2月 16 日（日）10：00 ～ 17：00

　内　　容：

　○チャレンジ実験コーナー

科 目 実 験 名 実 験 内 容

情 報

撮影した画像を使って

モーフィングアニメーションを作成

してみよう！

来場者の顔や会場周辺の物や人物顔の写真を撮り、モー

フィングソフトを使ってアニメーション作成。

化 学
チタンできらきらストラップを

作ろう！

コーラを使い , チタンの表面に透明な酸化被膜をつける

実験である。酸化被膜の厚さを変えることによって, 色々

な色に見える。電気分解の時間の電圧を変えることで , 

現れる色が変化することを体験させ , 化学変化に興味・

関心を持たせる。

物 理 ほろほろホログラム 3D

透明フィルムを使用し、台形のピラミッドをつくり、ス

マホにホログラム対応の動画を再生すると、なんと立体

的に浮かび上がったように、動画が見える。

生 物 飛ぶ種を作ろう

東南アジアの熱帯雨林には飛ぶことのできる種を作る植

物がある。飛ぶことのできる種の模型を作って飛ばして

みよう。自分で作ってみて、どのようにすれば良く飛ぶ

か工夫してみよう。
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科 目 実 験 名 実 験 内 容

理 科

ドライアイスシャーベット
ジュースをドライアイスで冷やし、シャーベットを作り

ます。

太陽の力で色付くカードを作ろう！

絵の描かれた画用紙に、忍者絵の具※で色を塗ってカー

ドを作る。

※白色だが、紫外線に当たると色が出てくる絵の具。

紫外線で色が変わる !!

　UV（紫外線）チェックビーズ

多くの研究により、紫外線を浴びすぎると人の健康に影

響があることがわかってきた。目には見えない紫外線を

UV チェックビーズの変色で可視化し、UV 予防に役立てる

ことを学ぶ。

　○科学教室

タ イ ト ル 内 容 出 展 先

２D・３D の世界を体験し

よう！

事前に用意したイラストにクレヨンで色を塗って

もらう。それをスキャナーで取り込み、スクリー

ンやモニター上でイラストが動き回る様子を見る

ことができます。普段なかなか体験することがで

きない絵の動きの世界へ皆さんをご案内します。

沖縄科学技術大学院大学

文房具ロボットを作ろう！

（親子向け）

文房具を使って自分で製作したロボットを、各種

の発電方法を用いた電力で動かし比較することで、

様々なエネルギーについて学習します。

琉球大学教育学部

大人向け !micro:bit プロ

グラミング体験

プログラミング教育で使用される BBC micro:bit

の基本操作について学び、学校現場や保護者など

への理解を促す。

マリンデブリってなんだ

ろう？

ステージで提供する海洋ごみ問題に関する講演「マ

リンデブリってなんだろう？」をもっとよく理解

するために、海洋ごみ問題に関するハンズオンコ

ンテンツを展示したり、沖縄の海岸の砂から「マ

イクロプラスチック」をソーティングする観察会

を提供します。

GODAC

（国際海洋環境情報セン

ター）

液体窒素で極低温の世界

を体験
液体窒素を用いた実験、超伝導体の体験を行う。

・琉球大学理学部

・琉球大学ミステリーサー

クル
不思議な光と氷の実験

過冷却実験で物の状態の変化の振る舞いを学習し

ます。液晶テレビを使って電磁波について直観的

に学習します。
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　○ロボットコーナー

タ イ ト ル 内 容 出 展 先

琉大ハカセ塾 / 琉球大学

GSC/

　琉球ガールズ 体験講義

「琉大ハカセ塾」「琉大カガク院」「サイエンスプロ

ジェクト for 琉球ガールズ」で行われている講義

を体験する。「ブラックホールと写真を撮ろう」「吸

虫管を作ろう」「単極モーターを作ろう」「人工イ

クラを作ろう」「金属コマを作ろう」

琉大ハカセ塾と仲間たち

PICマイコンでタイマーを

作ろう

・Linuxで遊ぼう

PIC マイコンを用いたタイマーの作成体験および小

型コンピュータ Raspberry Pi を用いた様々な応用

アプリケーションの展示を通して、工学の身近さ

と面白さを学ぶ。

琉球大学工学部

〜宇宙の技術〜

人は紙の上に立てるの

か？実験教室

H2A ロケットの外壁を観察しながら、構造の形 (六

角形 ) について学びます。紙で六角形を作り、こ

どもが上にのる実験を通して形で強度が変わるこ

とを体験します。 ( 一社 ) おきなわジュニ

ア科学クラブ
おきなわロボットと未来

研究会

製作ロボット作品発表

ロボットやプログラミングを学ぶ「おきなわロボッ

トと未来研究会」の研究員児童が製作した「生活

に役立つサービスロボット・お茶運びロボット」

を走行実験させ、成果を発表します。

マメのまめ知識

身近に意外と多いマメの仲間に注目し、その特徴

や多様さ、ちょっとしたまめ知識を知ってもらう

ことで、マメへの興味をふくらませてもらいます。

沖縄こどもの国

スターラボ
大きなドームの中で、夜空を間近に見ることがで

きます。
アメリカンスクール

部 門 タ イ ト ル 協 力

中学校 アイデアロボットコンテスト
沖縄県中学校技術・家庭

科教育研究会

高等学校 ロボット二種（アイディアロボット）模擬競技 沖縄県工業教育研究会

高等専門学校
～ロボット操縦体験～

（らん♪ Run Laundry)
沖縄工業高等専門学校
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　○科学実験ステージショー（Mr カガックサイエンスショー）

　　県内高等学校の物理の先生方による来場者参加型の科学実験ショー

　〇ＧＯＤＡＣスペシャルステージ

　　海洋に関する興味を持つきっかけをつかむことを目的としたステージイベント

　○電力・エネルギーコーナー

　電気について体験しながら興味・関心や知識を持ってもらい、また沖縄電力株式会社について PR し、理解を

深めていただくことを目的に実施した。

　　・環境行動パネル展

　　・おきでんエネルギー・環境教育

　　・オール電化体験車
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第 42 回沖縄青少年科学作品展会場見取り図
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おわりに

　本作品展は、青少年の科学に対する関心と興味を喚起し、沖縄県の科学教育の振興に資するとともに地域産業の担

い手としての人材の育成に寄与することを目的に開催しています。

　この作品集は、本作品展で優秀な成績を修めた作品を永く記録に留め、今後の児童生徒による研究活動、理科教育

の発展に寄与することを目的に発行するものです。

　本作品展開催にあたりご尽力いただきました関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

　作品集の閲覧にあたって

　　①　上位入賞者の作品レポートは、児童生徒の作品をそのまま記録とするため、手書きのレポートについては電

子複写を行い掲載しております。

　文字が小さくなっておりますが、拡大機能を利用の上、ご覧いただきますよう、よろしくお願いします。

　　②　上位入賞作品には審査員からの講評を合わせて掲載しております。今後の研究を進める上で参考としていた

だければ幸いです。
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