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祝　　辞

　はいさい、ぐすーよー、ちゅーうがなびら。

　第 43 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、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で規模を縮小することとなりましたが、今年も継続して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、世界最高水準の研究機関として沖縄科学技術大学院大学（OIST）があります。OIST 設立には、

世界中の研究者に御協力いただきましたが、日本からは、物理学者であり、教育者としても名高く、文部大臣などを

歴任されました有馬朗人博士にも多大なる御尽力をいただきました。

　有馬博士は、御生前、「自ら学び、解決する力を養い、自分の目標とすることを徹底的にやり、一生かかってそれ

を育てなさい。」と語られ、学生達にエールを送られました。

　今回、作品を出展された皆さんは、自分らのテーマに応じて、実験方法を考え、取り組むことで得た知識で新たな

課題に挑み、まさに有馬博士がおっしゃった「自ら学び、解決する力」を発揮し、研究に励まれたことと思います。

これからもその力を育て上げ、新しい時代を切り開く人材として成長し、御活躍されることを願っております。

　また、本作品展に御助力いただきました先生方、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、理解を深めるため今後とも御支援を賜りますとともに、子ども達が探求し続けられるよう背中を押し、応援

し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、皆様のますます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。

2021 年 3 月

沖縄県知事　玉城デニー

－ 1 －



Congratulatory Speech

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

　I would like to say a few words as to celebrate the 43rd Exhibition of the science-work by the 

students in Okinawa to take place.

 I also would like to celebrate commemorating the 43rd year of this Exhibition of the science-work by 

the students in Okinawa since started back in 1979, even though the event itself is going to be held in 

smaller scale due to COVID-19.

　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 researchers around the world have cooperate establishing of OIST, a 

famous physicist and educator, Dr. Akito Arima who was a Minister of Education from Japan had put in a 

great effort. 

　Dr. Arima once said that "learn by yourself and develop power to solve it, do whatever you are aiming 

for thoroughly, and contribute to it through your life" to send encouragement to the students.

　Every student who entered their projects this time must have thought about an experiment method 

depending on their themes and challenges a new problem by the knowledge and new approach and shows 

"power to learn by yourself and to solve it" as Dr. Arima once had said. I hope you will bring the power 

and grow up as human resources who open up the new era and be successful.

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

and to look over them to be able to continue their challenge and leads to their future. 

　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.

March, 2021.

Governor of Okinawa Prefecture

Denny Tamaki

－ 2 －



ご　挨　拶

　第43回沖縄青少年科学作品展の表彰に当たり、御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 43 回目となります。

　今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により臨時休校、学校行事やイベントの中止等、例年とは異なる状

況の中にも関わらず、多くの応募がありましたことを嬉しく思います。

　本県の児童生徒にとって本作品展は、科学への興味・関心を高め、夢や希望を育む良い機会となっており、今回の

入賞作品を見ましても、豊かな発想で行った研究や長期間にわたり観察を続けた作品など、皆さんが様々な視点で熱

心に取り組んだ成果には目を見張るものがありました。

　受賞された皆さんは、本日の受賞の喜びと感激を忘れることなく、科学の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すとともに、本作品展の今後の充実、発展を祈念しまして挨拶といたします。

令和３年３月

沖縄県教育委員会   　

教育長　金城　弘昌

－ 3 －



Greetings by Superintendent

　I would like to say a few words in this awarding at the 43rd Exhibition of the science -work by the 

students in Okinawa.

　Congratulation to all the prizewinner.

　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 43rd year for this exhibition since 1979.

　Nevertheless, I was very glad to see a lot of entry in the situation unlike the usual year such as 

the cancellation of the event, temporary closure of a school and school events under the spreading of 

COVID-19 this year.

　This exhibition of the science-work by students in Okinawa is a great opportunity to raise interest 

for science and to nurture their dream and hopes, by looking at the project that won the prize, I can 

see tenacious long-time study and observation that lead from great idea. 

　I’m hoping that you will keep the pleasure you gain from scientific knowledge, inquisitive mind that 

investigates the unknown world and the attitude to accomplish 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.   

March, 2021

Okinawa prefectural board of education

Chairman of the board  Hiromasa Kinjo

－ 4 －



主催者挨拶

　第43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 43 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。

　今回の作品展は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、児童・生徒、先生方、一般参加者、運営スタッ

フなど皆さまの健康と命を守る観点から、例年実施している ANA ARENA 浦添での作品展示、式典およびブースイベ

ント等を実施せず、作品募集、審査および結果公表からなる縮小開催といたしました。嬉しいことに、今年も児童・

生徒の皆様より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。入賞された児童・生徒の

皆さん、おめでとうございます。そして、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、2020 年は小惑星探査機「はやぶさ 2」のカプセルが地球に帰還し大きな話題となりました。JAXA（宇宙航空

研究開発機構）によると、地球の水はどこから来たのか、生命を構成する有機物はどこでできたのかなど、このよう

な疑問を解くことが「はやぶさ 2」の目的です。皆さんが取り組まれている研究も、小さな疑問に始まり、それを解

くための方法を考え、その結果として新しい発見があり、そこに楽しみを見出しているものと思います。

　「はやぶさ 2」は 2014 年に打ち上げられてから、2018 年に小惑星リュウグウへ到着、2020 年に分離されたカプセ

ルが地球へ帰還しています。6 年に渡る長期の計画を一つ一つ実行した結果として、一つの目標達成に至っているの

です。皆さんも継続して研究に取り組む中で、成功と失敗を繰り返しながら一つの結果にたどり着いた経験をされて

いることでしょう。研究を通して小さな努力を積み重ね、自ら立てた目標を達成してきた経験は、今後皆さんにとっ

て大きな糧になると考えます。ぜひ、これからも様々な研究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「そのひらめきが未来をつくる」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。

2021 年 3 月

沖縄電力株式会社　

代表取締役社長　本永 浩之

－ 5 －



The 43rd 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 43rd Exhibition of the science-work by the 

students in Okinawa.

　This is 43rd year for this exhibition since we started to host in 1979. This was made possible thanks 

to all the students who put your effort, also all the people who were involved and provided support in 

this exhibition. And I thank you. 

　Considering the spreading of COVID-19, to protect life and health of students, teachers, visitors and 

our staff, we are not hosting usual exhibition of the projects, the ceremony and event booth at ANA 

ARENA Urasoe, instead, this event will be smaller as we only conduct entering the projects, judging and 

announcement of the prizewinner. 

　I’m glad to announce that we had many projects entered this year too 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.

　Well, a capsule of asteroid probe "Hayabusa 2" returned to the earth in 2020 and became the big topic. 

According to JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), questions such as where the water of the earth 

came from, where the organic matter constituting life came from could be answered and that was a purpose 

of "Hayabusa 2". I’m sure the study you worked on begins with a small question, and think about a 

method to solve it, and there is the discovery as a result, then you found pleasure in the process.

　 "Hayabusa 2" arrives at asteroid Ryugu in 2018 after it was launched in 2014, and a capsule separated 

in 2020 to return back to the earth. As a result of having carried out a long-term plan for six years 

one by one, it led to one accomplishment. I’m sure that you have experienced approaching research 

while you repeated trial and error to reach your result. Repeating a small effort through a study, 

the experience to achieved the goal will be your asset in your future. I hope you will continue and 

challenge various study.

　This year, we have the theme as “That Inspiration will Build the Future” . 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.        

　March, 2021　　　　　　　 　　　　

The Okinawa Electric Power Co,.Inc

President   Hiroyuki Motonaga 　　

－ 6 －



実行委員長挨拶

　第43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 43 回目を迎えること

ができました。一方で、2020 年から続くコロナウイルス感染症感染拡大が、2021 年においてもなお私たちの生活に

大きな影響を与えている状況をふまえ、今回の作品展は、例年実施している ANA ARENA 浦添での作品展示、式典お

よびブースイベント等は実施せず、作品募集、審査および結果公表からなる縮小開催といたしました。

　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 43 回は「そのひらめきが未来を

つくる」をテーマとしています。

　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 110 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出展

されています。

　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・生徒の皆さま、ご指導が評価され優

秀指導者賞を受賞なさった皆さま、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、保護者の皆さまにも改めて敬意を表します。

　冒頭で述べましたとおり、現在コロナ禍にあることもふまえ、残念ながら、例年のような全入賞作品の展示をはじ

めとした会場イベントの実施を見合わせることとなりました。このような状況にあっても、絶えず研究に取り組み、

本作品展に出品、受賞された児童生徒皆さまの研究成果を、当作品集としてまとめましたのでぜひご覧ください。

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。

2021 年 3 月

沖縄青少年科学作品展　　　　　　　　

実行委員長　島袋　清人　　　　
（沖縄電力株式会社　代表取締役副社長）
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The 43rd 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 43rd 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 43rd year. On the other hand, considering the spreading of 

COVID-19 that still have a big influence on our life in 2021 continued from 2020, usual exhibition of the 

projects, the ceremony and event booth at ANA ARENA Urasoe will not be held, instead, this event will be 

smaller as we only conduct entering the projects, judging and announcement of the prize winner. 

　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 43rd year, we have a theme as “That 

Inspiration will Build the Future”.

　 Total of 110 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 project 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.

　As I explained at the beginning, considering that we are in midst of COVID-19 infections, it is 

unfortunate that we had to cancelled the event as we ordinary conduct every year at the venue. But 

even if we are in the situations as we are now, please enjoy the results of research by students who 

continued their work and won the prize.

　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.

March,  2021　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Kiyohito Shimabukuro　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Executive Committee Chairman　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Exhibition of Science-work by the Students in Okinawa 　　　　　　

(Executive vice president of The Okinawa Electric Power Co., Inc.)
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第 43 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

　今年度の沖縄青少年科学作品展は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、例年実施している作品展示、

式典およびブースイベント等を実施せず、作品審査および結果公表のみの縮小開催となりました。社会生活や学校で

の学習活動においても様々な場面で制約がある状況でしたが、数多くの作品が出展されました。応募作品数は、小学

校２１点、中学校２０点、高等学校６８点、アメリカンスクール１点の合計１１０点でした。応募した学校数は、小

学校１８校、中学校１８校、高等学校１８校、アメリカンスクールが高校１校でした。応募作品の調査・研究の態様

別でみると、小学校が個人で出品した個人研究が１８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

１８点、共同研究が２点、高等学校で個人研究が３点、共同研究が６５点、アメリカンスクールでは個人研究が１点

でした。高等学校のほとんどが共同研究による作品となっております。また、教科領域別の応募作品数では、生物分

野が５０点、化学分野が２６点、物理分野が１６点、地学分野が１点、産業分野が８点で、例年通り生物分野からの

出展が多くありました。

　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、総合的に審査を

行いました。今回の大きな変更点は、ポスターの提出を必須とせず審査対象外としたため、レポートをじっくりと読

み込みました。審査の結果、沖縄県知事賞４作品、沖縄電力社長賞１作品、沖縄県教育長賞８作品、環境奨励賞３作

品、佳作４１作品、入選４９作品、優秀指導者賞３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。

　なお、前回より特別支援学校（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、今回も応

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３点、化学５点、生物９点、地学４点の計２１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、個人や兄弟姉妹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内容や、前年度と同じ対象でありなが

ら、コロナ禍において生まれた疑問や課題に取り組む今年度らしい内容などがありました。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。沖縄県知事賞１作品、沖縄電

力社長賞１作品、沖縄県教育長賞２作品の上位入賞した作品は、小学生らしい素朴な疑問をきっかけに研究を始めな

がらも、大人も感心するような科学的なアプローチで、探究の過程を大切にした丁寧な研究が展開されていました。

ただ、今年度は夏休みの短縮に伴い、もっとじっくり期間をかけて取り組むことができればさらに良かったと感じら

れた作品があったことや、学校や学年等のグループで調査活動に取り組んだ作品などが見られなかったことは残念で

した。このコロナ禍を乗り越え、次年度は、夏休みを中心にじっくり時間をかけて取り組んだ多くの作品に出会える

ことを期待します。

(2) 中学校においては、物理５点、化学３点、生物９点、地学１点、産業２点の計２０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、工夫を凝らして時間をかけて取り組んでいる研究

内容で質の高いレポートが多数ありました。身近な自然現象を素材に、発想豊かに丁寧に研究に取り組んでいる姿勢

が感じられました。継続研究についても、前回の研究成果を踏まえ、新たな視点を取り入れてさらに研究を発展させ
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ているのも感心しました。また、設定した課題について最終的な結論に達していない作品でも、明確な研究目的のも

とで信頼性の高い実験を行い、その結果を適切なグラフ等で処理して丁寧にまとめられている作品もいくつかあり高

く評価されました。その結果、沖縄県知事賞２作品、沖縄県教育長賞４作品、環境奨励賞１作品が上位入賞しました。

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８点、化学１８点、生物３１点、地学５点、産業６点の計６８点の出展がありました。

高等学校では、生物分野の出展が多いのが特徴的となっています。また、ほとんどが共同研究なので、今年度のコロ

ナ禍の状況下では、観察・実験やグループ討議に制限があり計画通り研究を進めることができなかった様子がうかが

えました。研究テーマや目的がしっかりしている作品でも、基本的な観察・実験のデータ不足による安易な考察や結

論づけ、研究目的と実験結果や結論の不一致など研究のまとまりのない作品もいくつかみられました。一方、逆境に

も負けずグループが協力して計画的に研究活動を行い、豊富なデータを基にまとまりのある充実した内容の作品もあ

り、沖縄県知事賞１作品、沖縄県教育長賞２作品、環境奨励賞１作品の上位入賞がありました。今後の共同研究の進

め方の工夫および研究の深まりに期待したいと思います。

(4) アメリカンスクールでは、高校において生物１点の出展がありました。報道で伝えられた社会的な問題を自分事

として捉え、数多くの実験データを統計処理し、様々な視点から考察して問題点を明らかにしている研究で環境奨励

賞を受賞しました。今後の継続研究の発展が期待されます。

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

　今回は３点の出展がありました。何げない身のまわりでの生活体験のなかから疑問が生まれ、それをもとに研究が

進められています。疑問から自分なりの仮説を立て、実験をおこない、結果から自分なりの根拠を元にした考察がな

されており、科学の基本的な考え方にそって研究が進められております。

　それぞれの研究では、予備実験や理論研究から「変える条件」と「変えない条件」を整理して、しっかりと制御し

て実験をおこなっています。条件を整えることで、実験結果を比較することができ、考察が充実しています。さらに、

結果をより正確に共有するために写真なども使ったり、グラフに整理したりと視覚的に訴え、見やすく整理する工夫

に取り組んでいました。

　また、研究したことを身近な現象に置き換えたり、おもちゃを使ったりと実現化、実用化に取り組んでおり、今後

の発展へつながるものとなっていました。

（２）化学分野

　今回は５点の出展がありました。どの作品も、自分の家族や姉妹、遊びの中からなど身のまわりから生まれた疑問

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。

　ちょっと難しいですが、物質（成分）についての知識や理解をすると別の考え方がうまれます。実験をするとその

物質がどうなるのか考えてみましょう。最後に、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

　今回は９点の出展がありました。その中で、上位賞が３作品（沖縄県知事賞１作品、沖縄県教育長賞２作品）が選

ばれるなど、ハイレベルな作品が多く見られました。身近な環境（自然・生物・食べもの）を題材にしたもの、小学

生らしい素朴な疑問から取り組んだもの、コロナ禍から生まれた課題について取り組んだ今年度らしい作品などがあ

りましたが、どの作品も、限られた期間の中で一生懸命に取り組んだことがうかがえる内容でした。また、調査結果

を表やグラフにまとめたり、地図上に分布図を示したりなど、他教科（算数や社会）で学んだ内容を上手に活用する

ようすも見られました。コロナ禍による夏休みの短縮や緊急事態宣言に伴う調査場所の制限などで、予定していた研

究が進められなかったこともあったと思います。次年度はじっくり時間をかけて取り組んだ研究、広い範囲を対象に

調査した研究、学校や学年の仲間と協力して取り組んだ研究などがもっと見られることを期待します。

－ 10 －



（４）地学分野

　「地学」とは、宇宙、気象、海洋、地球、環境等を対象とする自然科学のことをいいます (世界大百科事典第２版より )。

今回は４点の出展がありました。天気や星など、身近な自然現象に興味を持ち、その中で調べてみたいことや分から

ないこと、そして実際の現象を見ながら研究が進められています。中には自然現象を再現しようと継続して努力して

いる作品や、大人の目線では見えないことを一生懸命探求している作品もありました。これからもいろいろなことに

疑問をもつこと、本当かなという目線で探究すること、そして計画を立て、やってみるという姿勢を大切にしてくだ

さい。

　今回の作品は、気象、宇宙と大きな自然現象を対象にしています。大切なことは、「継続する」「いろいろな視点で

見る」そして「数字で表す」「記録する」事かと思います。そうすることで、調べる対象をどんどん広げ、いろいろ

な視点から自然現象をとらえることができるようになるでしょう。

　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。今回の作品で共通して感じるのは、「時間が足り

ず継続できなかった」ということです。こういう所にも新型コロナウイルスの影響が出ているのはびっくりしたと同

時に、悔しくなりました。皆さんはもっと悔しかったことと思います。しかし、どの研究も今後のやってみたい、調

べてみたいことについてしっかりと示されています。今回の悔しさを生かし、ぜひ継続した取り組みを期待していま

す。

( 中学校・高等学校の部　審査講評 )

（１）物理分野

　今年の物理分野は、中学校５点、高等学校８点、合計１３点の出展がありました。中学校はどの研究内容も、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踏まえ、製作物や実験方法などを工夫しながら改良を重ねて研究を

進めている点が大変良いと思いました。

　今年度は、物理分野から「電子レンジの研究」と「蚊取り線香の灰の不思議～なぜ、切れ方がちがうのか～」の２

作品が沖縄県教育長賞を受賞しました。「電子レンジの研究」では、より効率的に温める方法について研究し、「蚊取

り線香の灰の不思議」では、灰の切れ方の違いの謎について研究を進めています。実は、２つの作品とも、設定した

課題についての最終的な結論を出すまでには至りませんでした。しかし、この２つの作品が選ばれた理由として、研

究内容が、普段見過ごしているような現象に着目し、その解決に向けて計画的に研究を進めているということでした。

内容についても、①研究の目的が明確であること、②特別な器具を使わずに身近にあるものを使って実験を進めてい

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文献などを調べ

ているなど、考察の根拠が明確である。⑦実験結果以外のデータもきちんと明記されていて、再現性の高い実験になっ

ている事、⑧研究内容の項立てがしっかりとし、実験結果の表やグラフ、写真などの配置が工夫されていて、読みや

すい報告書になっている等が高く評価されました。他の作品についても、同じように丁寧にまとめられており素晴ら

しい作品、研究内容でした。今後の活躍、研究が楽しみです

　高校生の作品の内容は、力学に関する研究が２点、音に関する研究が２点、電磁気に関する研究が３点、技術開発

に関する研究が１点ありました。そのうち、３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。しかしながら、今回も上位賞の受

賞となる作品はありませんでした。その大きな理由として、データをとる際の条件設定の甘さやデータ数の少なさが

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ものについて、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。

　今年度は、新型コロナの影響により、グループでの活動が制限され思うように実験が進められずに中途半端な結果

に終わってしまったというグループや、逆に家にいる時間が増えて集中して研究ができたという人もいると思います。

いずれにしても、今までとは違う生活の中での研究は大変だったと思います。そんな中でも、これだけの研究をまと

めてきてくれました。お疲れ様でした。

　研究活動を進めていく中で、皆さんは文献等を調べて新しい知識を学び、実験を繰り返したり、工夫していくこと

で実験の技能を高め、仮説や考察を考えたり、実験結果について正しい結果かどうかを判断したり、グラフや表、写

真、レポートをまとめていくことで、思考力や判断力、表現力が自然と身についていったことでしょう。そして、何
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より疑問に感じていた課題を解決しようとする主体的な態度や探究心が研究の本当の成果であるといえるでしょう。

　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。

　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、そこにあ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ください。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３点、高等学校１８点の出展がありました。中学校ではすべて個人研究、高等学校ではすべ

て共同研究となっています。

　中学校では、各地区で審査された作品が出展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

でした。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・観察を行っていました。また、数年間継続して研究しているレポートもあり、昨年の

課題についても検証を行い、良い結論を導き出すなど、素晴らしい研究レポートもありました。今後の研究への取り

組みも期待が高まる内容でした。特に、沖縄県教育長賞を受賞した「月桃精油　～化学的な面にもふれてみる～」に

ついては、月桃やにおいの成分等についての基礎事項を調べ、月桃精油生成工場で水蒸気蒸留法を実際に学び、自宅

で芳香蒸留水の生成の簡易実験を実施し、それぞれでまとめを行う等、まとまりのある研究で良かったと思います。

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、環境問題を意識し

たテーマ等、高校生らしく内容の濃い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、次のような研究の流れを常に意識して実践していくと、よりよい研究になると思います。

Ⅰ．課題の把握（発見）【①自然事象に対する気づき、②課題の設定】

Ⅱ．課題の探究（追究）【③仮説の設定、④検証計画の立案、⑤観察・実験の実施、⑥結果の処理】

Ⅲ．課題の解決【⑦考察・推論、⑧表現・伝達】→　次の探究の過程

実験・観察、データの整理、レポートの作成等は、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、９校９点の出展があり、全て個人研究でした。昨年に比べ作品数は１件減となっています。

研究内容は、種そのものの研究、生物調査から環境の指標となり得る研究、保護又は防除に関する研究、医療に関す

る研究など、多様なテーマでどの作品も興味深く感じました。中でも「ウイルスを守るエンベロープを分解する」の

研究は、現在を反映する研究テーマだと感じました。

　生物の研究は大別して「調査」と「実験」があると思います。調査に関しては結果が得られるようになるまで数を

得ることや時間（期間）をかける必要があり、とても地道な作業が必要になりますが、その労力を惜しまず継続して

調査したことが読み取れました。調査は生物の研究として基本であり、この調査資料は将来きっと役立つ資料となる

はずです。また実験に関しては、研究前の「目的」「仮説」の重要性を感じました。それを明確にすることで、おの

ずと実験方法が明確になり、結果（又は修正）、そして考察に結びつきやすくなると思います。

　「バナナセセリ～その不思議な生態にせまる Part2 ～」は特にレベルの高い作品です。継続研究ですが、単に前回

の延長の内容ではなく、新たなテーマについて実験し、それぞれについて丁寧に検証しています。「防除の取り組み」

が目的であることから、それに資する考察となっています。生態についての新たな知見があり、発展的な研究である

ことおよび研究過程やまとめ等の明確さが高い評価となっています。中学校の作品全体として、工夫を凝らして時間

をかけて取り組んでいる内容でした。機会があれば他の人の作品にも目をとおして、次回の研究の参考にできたらと

思います。

　高等学校の生物分野は１０校で出展数３１点、そのうち個人研究が１点、共同研究が３０点でした。昨年と比較す

ると、出展数２９点うち個人研究が７点、共同研究が２２点であったので、今年は出展数と共同研究がともに増加し

ていることが分かります。また、中学校との違いは、中学校が全て個人研究であるのに対し、高校ではほとんどが共

同研究であることです。また研究内容も高校では生物種そのものの研究が圧倒的に多い傾向です。テーマでは「沖縄
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県における新型コロナウイルス感染症の拡大シミュレーション」や「沖縄産コモリグモの探求」があり、今を反映す

るテーマや学校の地域性を示し、とても興味深く感じます。作品を見ていて、実験の目的について不明瞭な点もあり

ました。最終的な目的が不明瞭なのではないでしょうか。最終的な目的を明確にすることで、仮説、方法が明確にな

り、その結果、考察に収束すると思います。

　今回の作品で注目したのは、「石垣島のクマゼミの研究～市街地と山間部の比較で見えてきたもの～」です。石垣

島ではセンダンとシマトネリコでクマゼミ多くみられる。という結果は、新知見の可能性があり、大変興味深く感じ

ています。このように、身近なものに新たな新事実が発見されることも、研究の醍醐味です。また、「外来爬虫類（グ

リーンアノール）の捕獲研究」では問題になっている外来生物について、捕獲と同時に生息場所や繁殖などの生態を

調査することで、環境保全に資する研究となっています。１年間で８００匹以上の捕獲を行ったことは、多くの時間

と労力を費やしたことと思います。このような地道な調査は科学研究の大切な姿勢であり高く評価しています。

　全体の所感としては、まず身近で気になったことや興味のあることを研究テーマとして取り組んでおり、科学的に

とても良い姿勢であると感じると共に、目的や方法に不明瞭な点があった作品やサンプル数が少ないと感じられた作

品も多かった印象があります。継続的な調査・研究が望まれますので、ぜひ後輩にも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

　今回の地学分野は、中学校から１点、高等学校から５点、計６点と、今までと比較して少ない出展数となっていま

す。新型コロナの感染拡大のため、時間のかかる実験・観察が進まなかったことが影響していると考えています。

　中学校からは、東日本大震災で注目された「液状化」についてのレポートがありました。何度も実験を行い検証を

重ねていますが、今まで報告されてきた内容を超えるものではありませんでした。新しい考え方や独創性があれば、

より見ごたえのあるレポートになったと思います。失敗を恐れず、新しい発想やひらめきにもチャレンジしてほしい

と感じました。

　高等学校からは５点の出展がありました。継続研究もありましたが、データを集めたり、分析したりする時間が少

なかったように感じました。狙いを定め、しっかりと基礎データを集めることが大切です。継続研究はさらに続けて

ほしいと思います。その延長上に新たなテーマが見つかるでしょう。

　また、新型コロナ感染症予防に関する換気の内容や、世界的な問題になっているマイクロプラスチック、解明が難

しいマンガンノジュールの研究、津波に関わる災害、気象現象などのテーマなど、多岐にわたる内容でした。しかし

ながら、全体として新しい視点や、発想が少ないと感じています。また、基礎データが十分ではないまま研究を進め

ている印象を受けます。今後も根気強く研究に取り組んでほしいと思います。

（５）産業分野

　産業分野は、中学校２点、普通高校３点、農業高校３点の計８点での審査となり、例年より少ない出展でしたが中

学校や普通高校からの出展が増えるなど、多くの校種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る内容でした。特に今回は、中学校の部と高校の部で沖縄県知事賞を受賞で

きたことは、とてもすばらしく、全生徒の目標となることでしょう。

　中学校の部では、ＳＤＧｓにつながる作品や再脱炭素につながる作品など、地球環境の問題解決に焦点をあてた取

り組みでした。環境問題の解決に向けて、中学生らしい視点と発想、研究を深めている素晴らしい作品でした。特に、

沖縄県知事賞「ミステリークレイフィッシュでアクアポニックス　～生体に与える餌で野菜の栽培水を作り、グリー

ンリーフを大きく育てる研究～」の作品は、継続研究として、前回の課題を克服のみならず、さらに研究を深める探

求など、全体を通した研究に対する姿勢が素晴らしいです。アクアポニックスの野菜栽培に必要な栄養価の高い栽培

水作りを目指し、水生生物「ミステリークレイフィッシュ（ザリガニ、特定指定外来生物（九州地方環境事務局に許

可を申請））」へのえさの工夫が良く、その分析も的確でした。また、栽培した野菜や飼育したザリガニに対する食の

安全を、関係機関と連携して証明し、実際に食するまで取り組んだことは、産業が目指す生産性そのものでした。

　高等学校の部では、地域に根差した研究や植物工場等の先端技術、社会の状況と環境改善を結び付けた研究などに

取り組み、高校生らしい視点や実際に作品を作製するなど、知識や技術の高い作品が多く出展されていました。特に、

農業高校からの「伝える！うるまの資源　ビーグの魅力を伝え隊　～ゼロ・エミッションに向けたバイオプラスチッ

クの取り組み～」は継続研究ですが、これまでの視点を変え、ビーグの新たな魅力を見出す基礎研究として高い評価

を得て沖縄県知事賞を受賞しています。うるま市の特産であるビーグの問題解決を目指し、植物性ポットの作成、バ

イオプラスチック原料としての研究に取り組み、一定の成果を上げることができました。今後は、実際の活用に向け
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た取り組みが期待できます。

　今回は、コロナ禍における開催となり、各学校は「出品物の概要」と「研究報告書・研究レポート、製作物等」に

よる出品となり、パネルの提出が必須でない状況でした。学校が閉鎖された期間もあり、研究に十分取り組めない状

況も予想できましたが、産業分野から沖縄県知事賞へ入賞した研究の取り組みはとても素晴らしいものがあります。

特に、産業分野の研究はグループによる研究が多く、活動が制限されながらも一人一人が目的意識を持ち、研究に取

り組んだ姿は報告書等からも読み取れ、文章の構成や内容からは伝える気持ちがあふれており、ぜひ、研究に取り組

んでいる生徒たちは参考にしていただき、今後の更なる研究に取り組んでもらいたいと思います。

　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

の生活に役立てるかの視点で、新しいアプローチや発想、市場調査、実験・製作を繰り返すことが重要です。その際に、

大切な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。製作においても、素材の特性をつかみ、特性

に沿った加工や特性に沿って使用することで、研究が求める成果を得ることができます。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きます。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。今回はポスターの提出が必須ではなかったため、これまで以上にレポー

トのまとめ方や製作物等の出来栄えをじっくり見ることができました。今後の研究をより深めていくにあたって、各

分野の審査員から指摘された工夫・　改善点についてまとめると次の通りになります。

①研究の目的に沿った観察・実験等の見通しをしっかりもって、計画的に時間を確保して研究活動を行うことが大切

です。特に共同研究の場合は様々な制約がありますので、観察・実験の段取り等、効率的に研究を進める工夫も必要

です。

②観察・実験におけるデータを十分に収集し、科学的手法で多面的な視点から考察を深めてください。仮に観察がう

まくいかなかったり、実験が失敗したとしても、その原因を究明することで新たな発見があり次につなげることがで

きます。

③レポート作成において、表・グラフの効果的な表記方法、理論計算の正当性、結果と考察の整合性などしっかりと

丁寧に確認してわかりやすくまとめてください。せっかくの貴重なデータも扱いが適切でないと研究にまとまりがな

くなってしまいます。

④実験器具や測定器具を自作する場合、製作物は丁寧に作ることが大切です。研究を効果的・効率的に進められると

ともに、実験データの信頼性を高めることができます。また製作物は写真だけでなく、設計図や概要図などをレポー

トに明記するとその原理や性能についてわかりやすくなります。

⑤応募分野の視点をしっかりと踏まえた研究テーマ・目的を設定して研究を進めてください。特に産業分野は目指す

生産性の視点が曖昧であると研究評価が難しくなります。

　以上のような工夫・改善点は、新学習指導要領の小・中・高の理科の目標に共通して示されている「理科の見方・

考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行う」につながります。「理科の見方・考え方」とは、「自然の事物・

現象を、質的・量的な関係や時間的・空間的な関係などの科学的な視点で捉え、比較したり、関係付けたりするなど

の科学的に探究する方法を用いて考えること」であり、「見通しをもって」とは、自然の事物・現象において見いだ

した問題に対して、その解決を図るための根拠のある予想や仮説をもち、それらを確かめるための観察・実験などの

解決の方法を具体的に発想することです。観察・実験の結果によっては、解決の方法を振り返り、それらを見直し、

再検討を加えていく必要があり、その過程の繰り返しを通して、科学的に探究する能力が高まるものと考えておりま

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粘り強く観察・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。また、その結果や過程を効果的にレポートにまとめる技能の向上も見られました。今後は、各学校

でこのような資質・能力の向上を目指した理科の授業実践が積み重ねて行われることによって、児童生徒の研究内容
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がなお一層充実したものになることを期待しております。

　さて、新型コロナウイルスは世界中に伝播してパンデミックを起こしてしまいましたが、人類の歴史ではこれまで

にも様々な感染症が発生してきました。そのたびに、世界中の科学者が叡智を結集して乗り越えてきました。どのよ

うな状況にあろうとも、明るい未来を見据えて過剰な不安を払拭し、正しい科学知識と確かな情報のもと児童生徒た

ちの学びを保障し、将来活躍できる科学技術人材の育成に寄与し続ける科学作品展でありたいと思っております。

　最後に、コロナ禍の厳しい状況の中、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

申し上げます。今後も児童生徒が研究活動を続け、輝く未来に向けた探究心溢れる作品に数多く出会えることを期待

して第４３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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第43回沖縄青少年科学作品展入賞者名簿

沖縄県知事賞
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物
きれいな海ってどんな海－きれいな
海の条件と人と生き物が共通するき
れいな海を考える－

友利　妃来　６年
友利　充来　１年

名護市立名護小学校
小橋川　晃

生物
バナナセセリ
～ そ の 不 思 議 な 生 態 に せ ま る　
Part2 ～

眞榮城　綾香　２年
国立大学法人琉球大学
教育学部附属中学校
福原　明子

産業

ミステリークレイフィッシュでアク
アポニックス
～生体に与える餌で野菜の栽培水を
作り、グリーンリーフを大きく育て
る研究～

大里　柚　　　３年
眞喜志ひのり　３年
大城　怜央　　２年
具志　流芽　　２年

沖縄市立越来中学校
大城　拓馬
山口　大輔

産業

伝える！うるまの資源
ビーグの魅力を伝え隊
～ゼロ・エミッションに向けたバイ
オプラスチックの取り組み～

祖堅　美空３年　町田　遥　３年
池原さくら３年　久場　鈴菜３年
仲里　明　３年　伊山　綾香３年
髙嶺　奈里３年　屋嘉部笑美３年
玉城　瑠奈３年

沖縄県立中部農林高等学校
宮城　英雄

沖縄電力社長賞
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

物理 飛べ！マグヌス飛行機 山根　寛矢　６年
山根　唯乃　３年

沖縄カトリック小学校
浜比嘉　大雅
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環境奨励賞

沖縄県教育長賞

科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物

鳩間島のヤシガニについて　パート
５
～甲羅の紋様を利用した個体識別方
法の検証とヤシガニの産卵の様子の
観察～

西原　智章　１年
西原　智穂　４年

石垣市立大浜中学校
石垣市立大浜小学校
宜保　光彦

生物
外来爬虫類（グリーンアノール）の
捕獲研究

上原　怜　２年　松田　博斗２年
大濱琉優輝２年　金城　有星２年

沖縄県立向陽高等学校
城間　篤

生物

泳ぎ続けて：アルテミア・サリーナ
の活動による水の毒性評価が可能か
否かの研究
Just Keep Swimming : A Study 
of if Artemia salina's Activity 
Can Measure Water Toxicity

ウィロウ　ルイス　１２G
Willow Lewis

クバサキ　ハイ　スクール
Kubasaki High School
ジリアン　イーストマン
Ms. Jillian Eastman

科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物
緑茶の可能性！勝て菌パワーでコロ
ナに負けない体を作ろう！

佐藤　茉陽夏　６年
宮古島市立東小学校
下地　沙織

生物 オシロイバナのかんさつ 山田　侑志　３年
南風原町立津嘉山小学校
田中　貴子　吉田　忠

物理 電子レンジの研究 上原　蓬　3 年
大宜味村立大宜味中学校
松川　達

物理
蚊取り線香の灰の不思議
～なぜ、切れ方がちがうのか？～

新垣　尚琉　２年
南城市立大里中学校
照屋　盛太

化学
月桃精油
～化学的な面にもふれてみる～

佐敷　優羽　２年
南城市立知念中学校
諸見里　真嗣

生物
オジギソウはどんな草？ Part2
オジギソウの葉の開閉の秘密－光そ
れとも体内時計？－

松山　愉音　１年
豊見城市立伊良波中学校
久場　渚央

生物
石垣島のクマゼミ Cryptotympana 
facialis の研究～市街地と山間部の
比較で見えてきたもの～

新盛　みゆ１年　石垣　有那１年
太田　龍魁１年　北浦　玲央１年

沖縄県立八重山高等学校
山﨑　仁也

生物
オオバギ Macaranga　tanarius の
花外蜜腺が存在する要因

祝　杏奈　２年　宜保　優希２年
知花　美月２年　仲宗根和奏２年
山田　瑚々２年　

沖縄県立球陽高等学校
中村　元紀

－ 17 －
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佳　作
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

物理 ふうせんがおちないヒミツ？ 後藤　こだまこ　１年
北中城村立北中城小学校
伊佐　淳

物理 虹をつくる条件について
美差　青空　６年
美差　和空　６年

那覇市立天久小学校
野原　康寛

化学
たまごについて　Part2　（らんかく
まくの強さを調べる）

浦添　永愛　３年
南風原町立北丘小学校
久根次　剛

化学
身近な植物で十円玉はピカピカにな
るのか？

前田　晃汰　６年
沖縄カトリック小学校
浜比嘉　大雅

化学
おむつのふしぎ　Part ３
～植物が育ちやすい環境を～

玉城　奏音　４年
沖縄市立比屋根小学校
照屋　泉

化学 のび～るかな！？スライム実験！！ 金城　愛心　４年
南城市立大里南小学校
大浜　辰也

化学 おいしい水を探して 大澤　愛隣　５年
浦添市立港川小学校
山田　斉

生物
わたしがいちねんかんでたべたくだ
もののずかん

佐藤　茉果夏　１年
宮古島市立東小学校
下地　沙織

生物
やせいのマメのめばえのかんさつと
ひょうほんづくり

梶田　礼央　１年
竹富町立上原小学校
磯川　祐樹

生物 チョウのかんさつきろく 崎浜　桜　２年
与那原町立与那原小学校
比嘉　俊雄

生物
羽化を見るぞ！！ツマグロヒョウモ
ンチョウよびよせ大作せん＆かんさ
つ日記

仲嶺　真忠　２年
沖縄カトリック小学校

吉元　和子

生物

沖縄市総合運動公園に見られる
チョウの研究パートⅢ
～チョウ類の種類・数の割合・
分布・比較～

新垣　芽音佳　６年
沖縄市立山内小学校

楠本　和則

生物
健康に役立つ植物の研究Ⅱ
～ お茶のビタミンＣでめんえき力
UP ！～

上原　諒　３年
糸満市立糸満南小学校

金城　希

地学 星を探した夏休み　2 寄川　紗依子　３年
那覇市立城東小学校

上原　久仁子

地学
竜巻のふしぎ
～台風・スーパーセルでできる竜巻
について～　～ 6 年間のまとめ～

玉井　大喜　６年
那覇市立曙小学校

仲里　綾太

－ 18 －
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佳　作
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

地学
明日天気になあれ
－「雲」と「げた」で次の日の天気
予想ができるかな？－

赤嶺　和香　４年
国立大学法人琉球大学
教育学部附属小学校
照屋　則和

地学 雲の観察 玉城　心菜　３年
糸満市立糸満南小学校
金城　希

物理 風車の研究 屋冝　美菜　３年
浦添市立浦添中学校
知花　桂子

物理
ミルククラウンができる条件につい
てⅡ　～ミルククラウンの形と粘
度、表面張力との関係～

美差　幸空　２年
那覇市立安岡中学校
運天　政睦

物理
渦電流効果を利用した磁気浮上の実
験

比嘉　駿　３年
国立大学法人琉球大学教育
学部附属中学校
額田　侑実子

化学
液体を使って魚類を骨にする 2
～液体の成分を使ってさまざまな物
質を溶解する～

大場　琉惟　２年
糸満市立西崎中学校
安慶田　浩気

化学
ビタミン C の濃度について
～パート 3 ～

喜屋武　蓮美　３年
本部町立上本部学園中学部
照屋　亮子

生物
カタツムリをロードキル（れき死）
から守る研究
～野生動物との共生～

後藤　さわみこ　１年
北中城村立北中城中学校
川上　弘太郎

生物
ウイルスを守るエンベロープを分解
する

新里　友唯　２年
糸満市立三和中学校
竹内　美和子

生物
エノキアオイの葉を長持ちさせる条
件 

山城　由羅　１年
浦添市立仲西中学校
屋良　徹

生物
糸満市真栄里海岸の貝類相
～打ち上げ貝を中心として～

上原　一路　３年
糸満市立糸満中学校
村島　雄太

生物
桃原公園に見られるチョウの研究
パートⅡ
～種類・優占度・優占種・分布～

新垣　李珠佳　２年
沖縄市立山内中学校
新垣　昇吾

生物 歯の健康状態を知るためには 平良　柾人　２年
浦添市立神森中学校
盛山　兼太郎

地学 液状化現象の対策について 濱元　遥　２年
南城市立大里中学校
照屋　盛太

産業 再生可能エネルギーの可能性 大城　妃加　３年
八重瀬町立具志頭中学校
金城　優姫

－ 19 －
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佳　作
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

物理 尿ハネを抑える小便器の使い方
田場新之介２年　奥間　優２年
小波蔵舞武２年　宮城　星蓮２年
屋宜　大河２年

沖縄県立球陽高等学校
金城　裕明

生物
石垣島におけるオキナワアナ
ジャコの研究

赤嶺　絢萌１年　大江みちる１年
西里　遥　１年　東崎原結月１年
慶田花美晴１年

沖縄県立八重山高等学校
山﨑　仁也

生物
北山高校周辺の河川調査　Ⅳ　
～瀬切れ及び出水撹乱からの水
生生物の回復過程～

赤嶺　優輝１年　玉城　憂人 2 年
渡邉鼓太朗３年　新城　航也３年
新垣　柊人３年　真栄田星花海３年
山口　宙　３年　比嘉　智也３年

沖縄県立北山高等学校
北村　崇明

生物
アフリカマイマイの移動方法の
特異性について

東　もも　２年　喜納澄美瞳２年
知念　実結２年

沖縄県立球陽高等学校
宮城　仁志

生物
オキナワギクの研究
～オキナワギクは東海岸のみ生
息する？～

當山　全翔３年　金城　勇斗１年
金城　永都１年　知念珠里亜１年
森　咲楽　１年

沖縄県立辺土名高等学校
城間　恒寿

生物
オキナワネブトクワガタの生態
に関する研究
～水の中にいるクワガタムシ～

金城　勇斗　１年
金城　永都　１年

沖縄県立辺土名高等学校
島袋　陽

地学
マイクロプラスチックの回収方
法

荒巻　麻衣２年　上原　誠哉２年
新垣ほのか２年　富川　姫来２年
中村　直生２年

沖縄県立球陽高等学校
我如古　聡

地学
沖縄本島中部で採取されるマン
ガンノジュールの生成過程につ
いて

比嘉　伊吹２年　三戸部さくら２年
本永結里乃２年　與儀　帆夏２年
與那嶺　遥２年

沖縄県立球陽高等学校
我如古　聡

産業
地域の農産物を用いた六次産業
の取り組み
～焼酎の試験醸造～

内原　七海３年　小濵　恋華３年
平良　鈴音３年　中野　夏海３年
屋宜　奏風３年

沖縄県立八重山農林高等学校
大嶺　隆

産業
地域の農産物を用いた六次産業
の取り組み
～ラム酒の試験醸造～

新垣　玲亜２年　金城　華純２年
辻川　美羽２年　東蔵盛音々２年
古堅　美空２年　迎里　愛夏２年

沖縄県立八重山農林高等学校
大嶺　隆

産業
植物工場における光の照射に関
する研究

仲宗根亜希宗２年
下里　琉樹２年　高嶺　魁伸２年
大浦　晃生２年　島袋　晃輔２年
高嶺　航太２年

沖縄県立球陽高等学校
比嘉　修

－ 20 －
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入　選
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

物理
LED 光によるソーラー発電の研
究

添石幸之介１年　渡久地政慶１年
友利　玲偉１年

沖縄県立那覇国際高等学校
山内　涼子

物理
赤青緑光の入射角の違いによる
ソーラーパネルの発電の研究

前門　花梨２年　一安　朱音２年
世嘉良茉楽２年

沖縄県立那覇国際高等学校
山内　涼子

物理
非接触で渦を作る装置の作成　
～渦を作る回転体の研究～

赤嶺　綾介　３年
内間　怜智　３年

沖縄県立浦添工業高等学校
安里　清寛

物理 最適な防音壁の形
佐久川志歩２年　長嶺　和輝２年
仲真次新菜２年　島尻　怜王２年

沖縄県立球陽高等学校
比嘉　修

物理
物理的観点による英語話者の日
本語発音の違い

大田ルナミ２年　崎浜　空音２年
知名　彩夏２年　下地　天花２年
新垣　瑛隆２年　飯田　爽太２年

沖縄県立球陽高等学校
金城　裕明

物理
汎用浅深度自律型水中探査機の
研究と開発

河野　瑠導　１年
沖縄カトリック高等学校
安里　満人

物理 靴裏のゴムの効果について 嘉数　広也２年
沖縄県立向陽高等学校
大城　航　　川満　元貴

化学
沖縄の農作物を使った保湿剤づ
くり～廃棄物に秘められた保湿
効果とは！？～

仲座　広菜２年　賀数　りち２年
西表　帆南２年　宮城　花梨２年

沖縄県立開邦高等学校
仲村　将直

化学
土による生分解性プラスチック
の分解能力の研究　～分解能力
の高い土を求めて～

生沢　浩一２年　加蘭　太一２年
久場　悠生２年

沖縄県立開邦高等学校
仲村　将直

化学
生分解性プラスチックの分解～
土壌への影響～

仲原　航生２年　名嘉　孝浩２年
仲村　吏生２年

沖縄県立開邦高等学校
親泊　亮二

化学 粉塵爆発の爆発条件と対策
崎濱　光希２年　銘苅　達也２年
冝保　優雅２年

沖縄県立開邦高等学校
親泊　亮二

化学 植物色素による紫外線吸収効果
平瀬優輝子２年　泉　有里２年
新城　美咲２年

沖縄県立開邦高等学校
仲村　将直

化学
ダニエル型電池の電圧の変化　
～授業の延長線上にある未知の
世界～

仲村　芭奈１年　山城　光１年
與那嶺菜々子１年

沖縄県立開邦高等学校
神谷　俊郎

化学 モズクからのアルギン酸の抽出
喜久川優佳２年　草野　美子２年
垣花　佳南２年

沖縄県立開邦高等学校
仲村　将直

化学
紙すきを通して古紙の再利用を
もっと身近なものに

安仁屋紫月２年　新垣英玲奈２年
鈴木　芹菜２年　棚原　綾音２年

沖縄県立開邦高等学校
親泊　亮二

－ 21 －
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入　選
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

化学
身近な植物を用いたアロマスプ
レーの開発

屋良　じゅえる２年
松尾　理子２年　深沼　乃衣２年

沖縄県立開邦高等学校
神谷　俊郎

化学
納豆から生分解性プラスチック
を作る

寺瀬　優希２年　金城　凌平２年
岡部　修　２年　古波　佳樹２年

沖縄県立開邦高等学校
神谷　俊郎

化学
北山高校周辺河川の水質調査Ⅳ

（ジニンサ川・志慶真川・大井川）

赤嶺　優輝１年　玉城　憂人２年
渡邉鼓太朗３年　新城　航也３年
新垣　柊人３年　真栄田星花海３年
山口　宙　３年　比嘉　智也３年

沖縄県立北山高等学校
北村　崇明

化学
オリーブオイルとその構成脂肪
酸による毛髪の強度回復

山城　夕依２年　桃原　嬉２年
山添　砂綺２年　来間　偉琉２年
國吉　優太２年

沖縄県立球陽高等学校
大城　哲哉

化学
沖縄の水道水の硬度と石鹸の泡
立ちの関係性

木下　颯太２年　石川　智清２年
末吉　敦喜２年　宮川　琉音２年
比嘉じゅえり２年

沖縄県立球陽高等学校
金城　雄一

化学
生分解性プラスチックで『食品
ロス』や『プラスチックゴミ問題』
を解決しよう！

石原　莉子２年　糸洲　柚杏２年
木戸　愛海２年　古波蔵竜大２年
比嘉　妃樺２年　當眞　らん２年

沖縄県立球陽高等学校
金城　雄一

化学
鉄 ( Ⅱ ) イオンの溶出
～ Make it possible with 還元～

喜久山永飛２年　キー　円花２年
田場千愛里２年　玉元　彩音２年
仲宗根　愛２年　横山　馨　２年

沖縄県立球陽高等学校
大城　哲哉

化学
黒糖の味の違いについて調べて
みる

富名腰　大夢　１年
大城　千尋　１年

沖縄県立泊高等学校
大城　伸明

化学 海藻に含まれる保湿成分の研究
松村　香穂２年　池宮城　采２年
嘉那原愛深２年　釘本　新夏２年

沖縄県立向陽高等学校
瀬良垣　守秀　
瑞慶山　良作
宮良　里奈

生物

沖縄県宮古島市におけるクロマ
ダラソテツシジミの飛行経路と
仲間の認識～信じるのは仲間か、
デコイか、彼らの行方は～

仲宗根南海２年　近角　悠　２年
渡邊　航佑２年　宮國　華子２年

沖縄県立宮古高等学校
比嘉　太志

生物 ナマコで Let's 保湿
石川日茉里２年　内澤　風穂２年
宮城　風花２年　長濱　凜　２年
喜屋武玲奈２年　喜久川彩佳２年

沖縄県立開邦高等学校
仲間　隆博

生物
北山高校内の水辺ビオトープに
おける水生生物相の比較

當山　明依３年　兼元　大輝３年
神里　健太３年　島野ちひろ３年
嘉手納樹京３年　仲嶺　眞虎３年
真栄田星花海３年

沖縄県立北山高等学校
北村　崇明

－ 22 －
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入　選
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物
人工止水環境への水生生物の侵
入について～蚊はどのように増
えるのか？～

嘉手納樹京３年　兼元　大輝３年
神里　健太３年　島野ちひろ３年
當山　明依３年　仲嶺　眞虎３年
真栄田星花海３年

沖縄県立北山高等学校
北村　崇明

生物
どの顔がお好き？～タコはヒト
の顔を覚えるのか～

辺土名ほのか２年
津嘉山葵咲２年　島袋　紀香２年

沖縄県立コザ高等学校
與那嶺　創

生物
トントンミーの「トン」は何セ
ンチ？

崎原　琴乃１年　仲嶺　采那１年
山里　美結１年

沖縄県立コザ高等学校
花原　努

生物
演習林における保全種の生育状
況と保全の研究

宮良　長弥３年　當銘　洋介３年
佐藤　一樹３年

沖縄県立八重山農林高等学校
藤本　治彦

生物
首里高校における陸生貝類の調
査

立松　遼大２年　又吉　悠　２年
幸地　秀　２年　玉城　蓮弥２年
當間　日向２年　名嶋　慈　１年

沖縄県立首里高等学校
濱川　靖
儀間　朝宜

生物 クロトゲアリの巣の構造と特徴
嘉陽　るか２年　玉城　彩里２年
松田　七虹２年　山内　絢音２年

沖縄県立球陽高等学校
平安　優子

生物
オガサワラゴキブリにおける形
態的分類の再検討

德元　陽菜２年　熱田　萌香２年
玉城　陸　２年　上地うらら２年

沖縄県立球陽高等学校
中村　元紀

生物
比謝川におけるティラピア類の
食性について

仲宗根一成２年　近藤　大雅２年
城間盛太郎２年　嵩元　陽翔２年

沖縄県立球陽高等学校
宮城　仁志

生物
沖縄県における新型コロナウイ
ルス感染症の拡散シミュレー
ション

島　蒼太朗　　２年
崎山ランス大地２年
稲福　政俊　　２年

沖縄県立球陽高等学校
宮城　仁志

生物 向陽高校におけるアリの分布
小橋川春樹２年　平田　結莉２年
仲村　咲耶２年　親富祖太耀２年

沖縄県立向陽高等学校
城間　篤

生物
淡水、汽水、海水における魚類
の生存可能領域の違い

増川　琉太２年　福島　優月２年
南崎　未栞２年

沖縄県立向陽高等学校
城間　篤　中山　綾乃
砂辺　真之輔

生物
オキナワカブトの繁殖生態につ
いて～沖縄在来カブトムシを守
るために～

金城　永都　１年
金城　勇斗　１年

沖縄県立辺土名高等学校
東　竜一郎

生物
オキナワノコギリクワガタの体
色に関する研究～なぜ黒色型は
少ないのか～　

金城　勇斗　１年
金城　永都　１年

沖縄県立辺土名高等学校
島袋　陽

－ 23 －
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入　選
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物
島ヤギの毛色遺伝～沖縄のヤギ
は元々白くなかったのか～

金城　笑　２年　梶本凜太朗２年
市川　渓大１年　金城　永都１年
細江　瞭馬２年　比嘉　健吾２年
知念珠里亜１年　金城　勇斗１年
古藏　海仁１年

沖縄県立辺土名高等学校
東　竜一郎

生物
辺土名高校内のアリ相とその環
境

金城　永都１年　森　咲楽　１年
比嘉　陽人１年　山内　巧弥２年

沖縄県立辺土名高等学校
大山　由貴

生物
沖縄産コモリグモの探求　～オ
ガサワラコモリグモの発見～

當山　全翔　３年
沖縄県立辺土名高等学校
大山　由貴

生物
饒波川の河川調査～人の活動が
及ぼす河川の生物相への影響に
ついて～

上江洲智哉２年　池原　そら２年
浦崎ひかり２年　大澤　武久２年
大嶺　杏樹２年　嘉数　太仁２年
梶本凜太朗２年　菊地　美優２年
岸田梨愛奈２年　金城　笑　２年
久高　鈴香２年　新城　太然２年
田場　寛人２年　知花　翔２年
當山　功大２年　富原　大輝２年
中川　天晴２年　比嘉　銀二２年
細江　瞭馬２年　宮里　一凜２年
山内　巧弥２年　山庄　花和２年
金城　勇人１年　金城　永都１年
比嘉　陽人１年　森　咲楽　１年

沖縄県立辺土名高等学校
城間 恒寿
東 竜一郎
大山 由貴

生物
ヒラタクワガタとリュウキュウ
コクワガタの行動範囲について
～標識再捕法を用いて～

細江　瞭馬２年　金城　永都１年
金城　勇斗１年　池原　そら２年
上江洲智哉２年　浦崎ひかり２年
大澤　武久２年　大嶺　杏樹２年
嘉数　太仁２年　梶本凜太朗２年
菊地　美優２年　岸田梨愛奈２年
金城　笑　２年　久高　鈴香２年
新城　太然２年　田場　寛人２年
知花　翔　２年　當山　功大２年
富原　大輝２年　中川　天晴２年
比嘉　銀二２年　山内　巧弥２年
宮里　一凜２年　山庄　花和２年

沖縄県立辺土名高等学校
東　竜一郎
島袋　陽
大山　由貴
城間　恒寿

－ 24 －
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入　選
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物
チョウの季節別生息状況～ライ
ンセンサス法を用いたバタフラ
イウォッチング～

新城　太然２年　島　千乃　３年
根本　羅々３年　池原そら　２年
上江洲智哉２年　浦崎ひかり２年
大澤　武久２年　大嶺　杏樹２年
嘉数　太仁２年　梶本凜太朗２年
菊地　美優２年　岸田梨愛奈２年
金城　笑　２年　久高　鈴香２年
田場　寛人２年　知花　翔　２年
當山　功大２年　富原　大輝２年
中川　天晴２年　比嘉　銀二２年
山内　巧弥２年　細江　瞭馬２年
宮里　一凜２年　山庄　花和２年

沖縄県立辺土名高等学校
東　竜一郎
島袋　陽
大山　由貴
城間　恒寿

生物
辺土名高校周辺に生息するヘビ
類の食性等について～沖縄最強
のヘビはハブかアカマタか～

嘉数らいと３年　島袋　拓斗３年
友寄　隆矢３年　赤嶺　浩登３年
諸喜田康平３年

沖縄県立辺土名高等学校
東　竜一郎

地学
おいだせコロナ　～効率良く換
気するには～

島袋　晃汰２年　幸地　翔世２年
榊　晋太郎２年　長嶺　瑠依２年
松村　心乃２年

沖縄県立那覇高等学校
知念　幸子

地学
地形の違いによる気象要素への
影響 part2

比嘉あいこ２年　比嘉　妃奈２年
又吉香羽美２年　吉村　みみ２年

沖縄県立向陽高等学校
大城　太志

－ 25 －



第 43回　沖縄青少年科学作品展

上位入賞作品
レポートおよび講評

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

－ 26 －



沖 縄 県 知 事 賞

きれいな海ってどんな海？

－きれいな海の条件と人と生き物が共通するきれいな海を考える－

　
名護市立名護小学校

６年　友利　妃来　　１年　友利　充来

1 2

－ 27 －



3 4

65

－ 28 －



7 8

109

－ 29 －



11 12

1413

－ 30 －



15 16

1817

－ 31 －



19 20

21 22

－ 32 －



23 24

25 26

－ 33 －



29 30

27 28

－ 34 －



31 32

33 34

－ 35 －



37 38

35 36

－ 36 －



41 42

39 40

－ 37 －



45 46

43 44

－ 38 －



49 50

47 48

－ 39 －



53 54

51 52

－ 40 －



55 56

57 58

－ 41 －



61 62

59 60

－ 42 －



65 66

63 64

－ 43 －



69 70

67 68

－ 44 －



73 74

71 72

－ 45 －



77 78

75 76

－ 46 －



81 82

79 80

－ 47 －



85 86

83 84

－ 48 －



89 90

87 88

－ 49 －



93 94

91 92

－ 50 －



97 98

95 96

－ 51 －



101 102

99 100

－ 52 －



105 106

103 104

－ 53 －



109 110

107 108

－ 54 －



113 114

111 112

－ 55 －



1171 118

115 116

－ 56 －



121 122

119 120

－ 57 －



125 126

123 124

－ 58 －



129 130

127 128

－ 59 －



131

－ 60 －



講　評

　沖縄県に住む私たちにとって「きれいな海」は、身近なあたりまえの自然であり、また誇りでもあります。

でもひとりひとりが考える「きれいな海」はすべて同じなのだろうか？まず、研究のきっかけであるこの視点

が見事であると感じました。さらに、そのことについて妃来さん、充来さんの通う名護小学校の全教師・児童

を対象にアンケート調査を実施したことにビックリしました。アンケートの集計は大変だったと思いますが、

快く協力してくれた先生方やお友達に感謝ですね。

　アンケート結果を元に設定した「きれいな海」の判断指標（透視度、海水濃度、生物、ゴミ・漂着物など）を使っ

て、県内の広い範囲、20 か所以上の調査を実施しています。得られた膨大なデータも表やグラフを使ってしっ

かり整理しています。さらに、海岸ごとのようすを示した図やデータをまとめる様式の工夫、効果的な写真の

活用により、このレポートを読むことで、県内の海岸のようすを、まるでそこに足を運んだようにして感じる

ことができました。

　研究のまとめで、２人の「きれいな海」についての考えがしっかりと述べられていることも、この研究の素

晴らしい点です。「本当にきれいな海」とはどのようなものなのか、レポートを読んだ私たちも「人間と海の

関わり」について考えさせられる素晴らしい研究でした。妃来さん、充来さんの今後の研究も期待しています！

❁上位賞受賞のポイント❁

・名護小学校の全教師・児童を対象に「きれいな海」についての意識調査を行い、その結果をもとに調査項目

を決定する視点が面白い。

・県内の海岸 20 カ所以上の調査を行い、得られた膨大なデータをしっかりと整理し、独自の様式を使って海

岸ごとにわかりやすく表現している。

・アンケートの結果（意識調査）と実際に調査して得られたデータ（科学的根拠）を踏まえながら「きれいな

海」について自分の考えをしっかりと述べることができている。

－ 61 －



沖 縄 県 知 事 賞

バナナセセリ

～ その不思議な生態にせまる　Part2 ～

　
国立大学法人琉球大学　教育学部附属中学校

２年　眞榮城　綾香

1 2

－ 62 －



3

54

－ 63 －



6 7

98

－ 64 －



10 11

1312

－ 65 －



14 15

1716

－ 66 －



18 19

20 21

－ 67 －



22 23

24 25

－ 68 －



28 29

26 27

－ 69 －



30 31

32 33

－ 70 －



36 37

34 35

－ 71 －



40 41

38 39

－ 72 －



44 45

42 43

－ 73 －



48 49

46 47

－ 74 －



52 53

50 51

－ 75 －



54 55

56 57

－ 76 －



60 61

58 59

－ 77 －



64 65

62 63

－ 78 －



66

－ 79 －



講　評

○将来バナナ類の害虫になる可能性のある外来種のバナナセセリの防除を念頭においた研究テーマの設定と、

これまでに培ったチョウ類の観察・研究から得られた経験と知識を基に、中学生らしい素直な視点や発想で

得られた疑問を追究する姿勢はすばらしい。得られた成果も新知見が殆どでオリジナリティの高い作品です。

○昨年度の不十分な結果や新たな課題を元に設定された６つの実験項目について、仮説の設定、実験方法の検

討、予想、結果のまとめ方、考察を論理的かつ無理のないレベルで、分かり易く表現・整理されたとても丁

寧なレポートである。

○実験（結果）以外に、幼虫への寄生生物の観察などの日頃の観察で得られた情報、文献資料で得られた情報

なども丁寧にまとめ、本種の生態の解析を更に深めている。

○将来的にバナナの重要害虫になりかねない本種の生態（幼虫期の）について丁寧にまとめられています。今

後も継続され ,将来の防除に役立つことを期待しています。

❁上位賞受賞のポイント❁

○テーマの設定目的が明確で、自身の観察に基づく疑問を、適切な実験や観察などで解明し、得られた成果も

殆どが新知見であり、オリジナリティの高い作品である。

○テーマ及び研究項目の設定理由、仮説の設定、予想、結果のまとめ方（適切な図表の作成）、論理的な考察

のすすめ方など、自然科学のレポートとしてのレベルの高い作品です。

－ 80 －



沖 縄 県 知 事 賞

ミステリークレイフィッシュでアクアポニックス

～生体に与える餌で野菜の栽培水を作り、グリーンリーフを大きく育てる研究～

　
沖縄市立越来中学校

３年　大里　柚　　眞喜志ひのり　　　２年　大城　怜央　　具志　流芽

1 2

－ 81 －



3 4

65

－ 82 －



7 8

109

－ 83 －



11 12

1413

－ 84 －



15 16

1817

－ 85 －



19 20

21 22

－ 86 －



23 24

25 26

－ 87 －



29 30

27 28

－ 88 －



31 32

33 34

－ 89 －



37 38

35 36

－ 90 －



41 42

39 40

－ 91 －



45 46

43 44

－ 92 －



49 50

47 48

－ 93 －



53 54

51 52

－ 94 －



55 56

57 58

－ 95 －



61 62

59 60

－ 96 －



65 66

63 64

－ 97 －



69 70

67 68

－ 98 －



73 74

71 72

－ 99 －



77 78

75 76

－ 100 －



81 82

79 80

－ 101 －



83 84

8685

－ 102 －



87 88

9089

－ 103 －



91 92

9493

－ 104 －



95 96

9897

－ 105 －



99 100

101 102

－ 106 －



103 104

105 106

－ 107 －



109 110

107 108

－ 108 －



111 112

113 114

－ 109 －



117 118

115 116

－ 110 －



121 122

119 120

－ 111 －



125 126

123 124

－ 112 －



129 130

127 128

－ 113 －



133 134

131 132

－ 114 －



135 136

137 138

－ 115 －



141 142

139 140

－ 116 －



145

143 144

－ 117 －



講　評

　本研究は、ＳＤＧｓにつながる養殖農法の探求を目的とし、水生生物を飼育（養殖）しながら、生体の排泄

物を野菜の栽培に利用するアクアポニックスシステムをテーマとして取り組んだ継続研究です。

　前回の研究を踏まえ、水生生物の生育に必要な栽培水に焦点を当て、必要な栽培水を作り出すために、水生

生物とその飼育方法についての取り組みがとても良いです。必要な栽培水を作り出すため水生生物の飼育に必

要な餌（食品）の種類を工夫することで、リン酸イオン基準水を作り出すことに成功していることは素晴らし

い成果です。また、高濃度の水溶液でも生存できる生物についても生態を調べ、九州地方環境事務所にミステ

リークレイフィッシュの飼育許可を申請するなど、研究に対する対応も評価が高く、他の研究の模範です。こ

れらの取り組みにより、前回の研究よりグリーンリーフを大きく成長させることができ、大きく研究を前進さ

せました。さらに、水生生物における食用の安全性を確認するため、外部機関への検査や保護者の中から専門

家を招いて料理の指導を受けるなど、野菜も含め食料源として研究を深めていることが、地域との連携や産業

の視点が含まれており高く評価できます。

　今後は、良質の野菜の栽培への取り組みや県内の生物にも目を向け、本研究と同様の成果得られるようこと

を期待しています。

❁上位賞受賞のポイント❁

　アクアポニックス研究を色々な分野（生育、生体、食事）を含めて、科学的・総合的に取り組んでおり、ア

クアポニックスの魅力が十分に伝わる研究であり、高く評価された。
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沖 縄 県 知 事 賞

伝える！うるまの資源　ビーグの魅力を伝え隊

～ゼロ・エミッションに向けたバイオプラスチックの取り組み～

　
沖縄県立中部農林高等学校

　　　　　　３年　　祖堅　美空　　町田　遥　　池原　さくら　　久場　鈴菜　　仲里　明　　伊山　綾香

　　　　　　　　　　髙嶺　奈里　　屋嘉部　笑美　　玉城　瑠奈

伝える！うるまの資源ビーグの魅力を伝え隊 

～ゼロ・エミッションに向けたバイオプラスチックの取り組み～ 

沖縄県立中部農林高等学校 食品科学科 プロジェクト部 

 

１．要旨 

この論文は、沖縄県うるま市の資源であるイグサの廃棄される部分を使い、生分解性ポッ

トやバイオプラスチックが作れるのか考察したもので、イグサの繊維分解について物理

的・化学的側面から検証し、植物性ポットや生分解性プラスチックとしての過程について

検証されています。様々な視点から実験を通しイグサを有効活用できる可能性があるとい

う結果が導き出されています。 

 

２．緒論  

これまでの研究はうるま市の資源である

イグサの普及と有効活用を目指して、食用と

しての利用拡大に向け、薬事法の解除とパウ

ダー化にすることで一般的な普及に繋げてき

ました（図１）。また、昨年度の研究から資

源としての有効性を確認するとともに課題を

さらに明確化しました。 

課題は以下のとおりです。 

《１栽培から製品の過程で規格基準に満たさ

ない B 級品原料が約２割も発生している。》 

《２食品に転用できない部分が多く、廃棄量

が高いことがわかった。》 

これまでの研究をとおして、ビーグには

豊富な食物繊維があり、気流式粉砕装置でも

粉砕できない繊維にはセルロースとリグニン

が含まれている事が想定されました（図２）。 

 

３．目的 

本年度は、持続可能な開発目標 SDGｓでも示されている、消費と生産パターンを考え、

温室効果ガスの排出を抑制し、海や陸の廃棄削減を促進するための取り組み、廃棄される

部分の有効活用とロスの削減に向けたイグサゼロ・エミッションを目標に設定しました。 

 

４．方法 

研究過程を 3 パターンに考え、繊維を知る基礎研究、繊維の分解を行う応用研究、バイオ

プラスチックに向けた展開研究としました。 

《実践 1 繊維を知る基礎研究》 

実験１ 乾燥ビーグの水分吸収率と時間の関係 

図２ 昨年度の活動状況② 

図１ 昨年度の活動状況① 

1

ビーグ 10ｇにひたる程度の水を入れ、各設定時間 10 分、20 分、30 分、40 分、50 分に

より水分吸収を量りました。時間を計測し、それぞれの時間が経過したら水から上げて、

3 分水を切り重さをはかり、ビーグの水分吸水率を調べます。 

実験 2 ビーグ繊維のゲル化による硬化実験 

 アルギン酸ナトリウム 2ｇ、水 140ml、160ml、180ml、200ml を混ぜ 1:70、1:80、1:90、

1:100 の異なる濃度の水溶液にビーグ 20g を混ぜ、セルトレイに詰めたのち、後日ゲル化

による硬度の目視観察と触手観察を行いました。 

実験 3 ポットの成型の比較実験 

 アルギン酸ナトリウム水溶液にビーグを合わせ、さらし布の上にビーグを広げ、ビーカ

ーに巻き付けて成型します。その上から濃度 5％塩化カルシウム水溶液をかけ、繊維が結

合するか観察します。 

《実践 2 ビーグ繊維の分解を行う応用研究》 

実験 1 時間と水の割合によるミキサー叩解の変化 

 ビーグ 10ｇをそれぞれ 50ml、100ml、150ml の水量にひたし、それぞれ 1 分、2 分、3

分、5 分、10 分、経過するまでミキサーにかけて細かくし、時間と水の割合により細かく

なるのか調べます。 

実験 2 アルカリ溶液による繊維の分解 

 ビーグ 10ｇと水酸化ナトリウム水溶液 183ml を合わせ、化学的に繊維を分解するため

時間(1 日 2 日)、熱(60℃10 分、20 分、30、80℃20 分、100℃30 分)、圧力(オートクレー

ブ 120℃15 分)、ミキサー(1 分、3 分、5 分)の長さの計測や目視観察し、アルカリ溶液に

より繊維が解れるのか調べます。 

実験 3 ウィスナー試薬によるリグニン含有の有無 

 フロログルシン塩酸 1g とエタノール(99,5％)20ml を合わせたものに塩酸 1mol を 10ml

とり、静かに加え混ぜ合わせます。溶液 2，3 滴をビーグにたらしウィスナー試薬による

変化を見ます。 

実験 4 植物性ポットの製造 −分解繊維を利用したポットの試作− 

 漂白したビーグ 5g をアルギン酸ナトリウム水溶液 200ml と合わせ、型に押し入れ、成

型し塩化カルシウム水溶液をかけ、固めます。 

《実践 3 バイオプラスチックに向けた展開研究》 

実験 1 繊維の漂白実験 

 ビーグ 10ｇに、10％、20％、30％に希釈した酸素系と塩素系の漂白剤をそれぞれ 25ml

加えビーグの色が抜けているか確認します。 

実験 2 バイオプラスチック・再生繊維に向けたセルロース誘導体の合成 

水酸化ナトリウムにつけた漂白ビーグ 20ｇに二硫化炭素を 6 滴入れ振る工程を 7 回行

います。恒温器 40℃～42℃に 10 分つけ、二硫化炭素を 6 滴入れ振る工程を 3 回行い、1

日置いて同じ工程を 3 回行います。 

５．結果 

乾燥ビーグの水分吸収率と時間の関係実験の結果 

吸水時間と量の関係はビーグ 10ｇに対し約 80cc の吸水をしている事がわかり、吸水率

は 700％である事がわかりました。また、時間の関係から 30 分以降の吸水変化はないこ

2
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ともわかり、再現性も確認する事ができました。 

ビーグの繊維のゲル化による実験の結果 

試験区ともに形が崩れてしまい、十分な

硬化はできませんでした。しかし、水とア

ルギン酸ナトリウム 100:1 では崩れはした

ものの他のものと比較して結合しているよ

うに感じました。このことから、水分が少

ないほど成形が難しい事がわかり、水の割

合を変えアルギン酸ナトリウムの量を固定

し検証することとしました(図３)。 

ポット成型の比較実験の結果 

水とアルギン酸の割合にかかわらず型崩れしてしまいました。2 度の比較実験において

成型はできたものの、ポットとしての活用は難しいと判断しました。その理由として、繊

維質が粗いとゲル化による繊維同士の結合は脆く、弱い力で崩れてしまう事やポットとし

て活用した場合、水を含めば軟化と水漏れ

が確認され植物栽培などで使用するには改

善が必要であることがわかりました。 

時間と水の割合によるミキサー叩解の変

化実験の結果 

水 150ml の 10 分が最も繊維が細かくな

りました。しかし、昨年度の乾燥によるビ

ーグ繊維との差はありませんでした(図４)。

そのため、繊維の分解、粒子化には至らな

いことから科学的分解が必要であると考え

ました。 

アルカリ溶液による繊維の分解実験の結

果 

水酸化ナトリウム溶液による分解では全

ての実験区において黒液が発生していまし

た。熱や圧力、浸漬時間が長いほど黒液が

濃くなっている事がわかりました。繊維に

ついて浸漬だけでは繊維の長さによる変化

はなく、オートクレーブ 120℃の 15 分が

一番繊維の解れが大きい事がわかりました。

熱による分解も検討したところ、温度が高

くなるにつれて繊維の解れは大きくなって

いました(図５)。 

ウィスナー試薬によるリグニン含有の有無実験の結果 

乾燥ビーグを基準に比較したところ大きな変化はありませんでした。このことからビ

ーグにはリグニンの含有が少ないことがわかり、当初の予想とは異なっていました。また、

図３ ゲル化による硬化実験 

図４ 時間と水の割合による繊維叩解の結果

図５ アルカリ溶液による繊維の分解結果

3

アルカリ溶液により排出された黒液はリグニン以外であることもわかり、今後は実験を重

ね黒液の解明をしたいと思います。 

植物性ポットの製造実験の結果 

繊維が細かくなった事で乾燥すると微繊

維ビーグペレットとして保存性がある事も確

認でき、ポットとしての形状にする事ができ

ました。ただ、強度や水による耐久性に欠け

ることからバイオプラスチック繊維との合成

で強度を高める事ができるのではと予測を立

てる事ができました(図６)。 

繊維の漂白実験の結果 

塩素系漂白剤の漂白能力が高い事がわか

りました。漂白は 1 時間と 1 日では漂白の様

子の変化がありませんでした。このため 1 時

間漂白を採用することとしました(図７)。ま

た、繊維質が弱く、脆くなっているようにも

感じました。繊維の脆さについては、今後科

学的変容を求めたいと思います。 

バイオプラスチック、再生繊維に向けたセ

ルロース誘導体の合成実験の結果 

セルロース繊維で構成されている濾紙を

比較対象としたところ弾力の強い赤褐色のセ

ルロースキサントゲン酸ナトリウムの合成

に成功しました(図８)。 

６．考察 

これらの研究の結果を通して、ポットと

しての形成はできたものの、強度や水によ

る耐久性が欠けていることから、ビーグは

繊維の粗さ以外にもリグニンの含有量が関

係していると考えました。ビーグのリグニ

ンの含有量は初めの予想とは異なり台湾楓

と比較して非常に少ないことが分かりまし

た。また、アルカリ溶液により排出された黒

液はリグニン以外も含まれている事が分かり、今後実験を重ね黒液の解明していく必要が

あります。なので、これらの実験を明確化し、ビーグポットの耐久性や実用性に向けた検

証で、バイオプラスチックとしての可能性を更に広げていきたいです。 

 

７．参考論文 

・発行者 千野俊猛 発行所 日刊工業新聞社 2009 年９月 26 日発行 

トコトンやさしいバイオプラスチックの本 

図６ 植物性ポットの製造 

図７ 繊維の漂白実験 

図８ セルロース誘導体の合成 

4
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講　評

　本研究は、昨年に引き続き地元で栽培されているイグサ（ビーグ）の有効活用を目指した研究であり、ビー

グの繊維質に注目し、その特性を生かしゼロ・エミッションに取り組んだ継続研究になっています。昨年の研

究から、ビーグは規格基準に満たない B級品原料が約２割発生していることや、食品に利用できない部分が多

く廃棄量が高いという課題があげられ、原因となっている食物繊維の効果的な活用方法を検討し、持続可能な

開発目標ＳＤＧｓに関連させ研究に取り組んでいる点が高く評価できます。

　ビーグの繊維質の特性を水分吸収率やゲル化による硬化実験、繊維の分解実験などを行って解明しており、

予想や達成目標を設定し、計画立てて研究が進められています。繊維分解実験では、アルカリ溶液による分解

に浸漬時間や温度、圧力、ミキサーによる叩解 (こうかい )時間等、細かく実験区を設定し客観的なデータと

してしっかりまとめられており、最も適した繊維の分解方法を導き出しています。さらに、繊維分解実験で得

られた結果より繊維微細化の工程を確立させることができ、植物性の栽培用ポットを成形しています。成形の

過程でまた新たな課題が発生し、その解決に向け再生セルロースの合成実験につなげています。課題設定・計

画立案・実施・評価のプロジェクト学習法で研究が取り組まれており、目標設定と自己評価・振り返りが行わ

れ日頃の学習としっかり関連付けられています。

　今後は、植物性栽培用ポットの耐久性や生分解速度等の実験や合成したセルロース誘導体を配合したポット

の開発に挑戦してください。皆さんの取り組みは、地域資源の有効活用だけではなく、持続可能な農業の実現

に貢献できる活動です。今後の研究に期待します。

❁上位賞受賞のポイント❁

　計画を立て実験・観察が行われ、得られたデータからしっかりと考察が行われてる点が高く評価されました。

また、実験量の豊富さがずば抜けています。地域の資源であるイグサの魅力、イグサが持つ可能性等、高校生

の学習段階に適した視点で継続的に、発展的に素材を捉え、話題性のある研究です。

　今後の研究のさらなる深化に期待します。
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沖縄電力社長賞

飛べ！　マグヌス飛行機

　
沖縄カトリック小学校

６年　山根　寛矢　　　３年　山根　唯乃
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講　評

　身の回りでおこる何気ない「蹴られたボールが曲がる」ことに疑問を持ち研究につなげていますね。あたり

まえのことをあたりまえとしてとらえず、物事を深く考えるという視点は、研究者としてとても大切な視点で

す。

　実験前にきちんと「曲がる力の発生」について調べ、「マグヌス効果を再現させるための工夫や物の形」、「質

量等による発生する力の大きさの違いについて分析する」という方向性をきちんと定めて研究に取り組んでい

る様子が見られ、見通しをもって物事をすすめる力が備わっていますね。

実験の条件設定については、多くの視点でさまざまな条件を変化させ、それに合わせた実験器具を数多くつく

たり、10 回の測定値を平均して測定値とすることで誤差を少なくする工夫をするなど研究内容の充実がうか

がえます。

　また、得られた測定結果を実験前に調べた理論と結びつけながら、自らの考察をきちんと導き出すことがで

きており、科学の基本的な考え方ができています。「Ｕ字管マノメーター」や「装置を工夫したバネ計りの工夫」

は、目に見えない力を可視化させ、正確に共有、比較するための良い工夫です。

　何よりも素晴らしいのは、実験を実験で終わらせることなく、プロペラ付飛行機の作製という実用化に結び

つけることです。多くの理論や実験は、実用化していくなかで、新たな発見が生まれてきます。この取組こそ

がさらなる進化につながるものとなることでしょう。

　今回の研究をもとにさらなる発展を期待しております。

❁上位賞受賞のポイント❁

・多くの視点で条件を工夫した 11 の実験や実験誤差を少なくするための測定値の求め方。

・圧力を測定するときに自作した U字管マノメーター（液面差で圧力を測定する）や圧力測定の装置の工夫

・研究結果をもとにしたプロペラ飛行機の作成とその改良型の作成。
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沖縄県教育長賞

緑茶の可能性！　勝て菌パワーでコロナに負けない体を作ろう！

　
宮古島市立東小学校

６年　佐藤　茉陽夏
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講　評

　お茶について 4年間継続した研究になっており、情熱と関心の高さがうかがわれます。

　今年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、カテキンを多く含む緑茶の抗菌効果について多くの実

験を行っています　

　これまでの研究や文献などからカテキンについて調べ、研究の基礎知識を得た上で実験に取り組んでいます。

実験には、手もみやすりばち使用等の条件を変えた緑茶を準備し抽出条件を変えた実験を行っています。昨年

度の課題から寒天の使用や、さらにコンソメを加えた再実験等の改善が見られます。予想と異なる実験結果や

想定外の結果が出た場合の分析を行うことで、さらによい研究につながるでしょう。

　茶殻の再利用もこれまでの研究から、視点を新型コロナ対策に活用に変えて実験を行ったことは素晴らしい

と感じます。茶葉に残ったカテキンの抗菌効果が確認できたのは大きな成果ですね。次の課題についても言及

しており、今後も継続した研究に期待しています。

　緑茶の新たな可能性として、炭酸水やドライフルーツ等に着目するなど柔軟な発想、作成したフレーバー等

も 53 種類あり実験の多さが目を引きます。味覚は個人差があり、比較検証は難しいとは思いますが、客観的

な指標があれば精度の高い研究になると思います。今後の商品化も楽しみですね。またここでは、自作の緑茶

を作ることによって、ペットボトルによる環境問題にも提言しています。新型コロナに負けない体つくりの提

案だけでなく、環境、地球にも優しい研究テーマと感じました。

❁上位賞受賞のポイント❁

○ 4年間の継続研究である。

○緑茶のもつ抗菌効果に着目したテーマ設定、テーマに沿った数多くの実験が素晴らしい。
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沖縄県教育長賞

オシロイバナのかんさつ

　
南風原町立津嘉山小学校

３年　山田　侑志
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講　評

　いろいろな色のオシロイバナを見つけて、ちがいについて調べています。

　オシロイバナの花の色やもよう、くきの色など、スケッチや写真をつけ、ていねいに分るいされていてとて

も見やすいです。

　かんさつしたオシロイバナは、かぶの数は 466、花の数は 1942 で場所ごとにかんさつしています。たくさ

んのデータを分るいするために短冊を利用するなど工夫して表に分かりやすくていねいにまとめられていまし

た。とても苦労した様子が伝わってきます。

　分るい結果では、花の色ごとにもようやくきの色など比べながら工夫された円グラフなどで分かりやすくま

とめられていたところがよかったです。また、予そうを立てながら考さつし、性質のあらわれやすいものあら

われにくいものをもとに「基本のもの」「雑種」の特ちょうまで考さつできているところはすばらしいです。

　今回の研究結果をもとに、「種を育て、今までにないタイプのオシロイバナを作る」、「以前すんでいた石垣

島との花のさく時間の違いを調べる」など、次の研究へのいよくが高く、とてもきたいできる研究です。侑志

さんのらい年の研究もきたいしています。

❁上位賞受賞のポイント❁

○正かくなデータをとるためにたくさんのオシロイバナを観さつしてていねいに分るいしている。

○分るいした結果から、まざり方に特ちょうはあるのか、どのタイプが受けつがれやすいか、受けつがれにく

いか、生えてる場所にちがいがあるのかくわしく考さつしているところがすばらしい。

○今回の研究の結果から、次の研究への意欲が高く、さらなる追求、発展にきたいができる。
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沖縄県教育長賞

電子レンジの研究

　
大宜味村立大宜味中学校

３年　上原　蓬

2020夏休み 自由研究

電子レンジの研究

大宜味中学校 ３年１組

上原 蓬
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1

動機

コンビニで弁当を購入した時､電子レンジで温めてくれます。また､同じ弁当をい

くつか購入すると､一度に２つ温めてくれることもありました。２つずつ温めると

効率は良くなりそうですが､温度やかかる時間がどう変化するのか､疑問に思いまし

た。普段､何気なく使っている電子レンジも温め方を工夫することで､もっと短時間

に効率よく温めることができるのではないか､と考えました。そこで､条件を色々変

えた電子レンジで水を温めて調べてみることにしました。

研究の目的

様々な容器に入れた水を､時間や出力などの条件を変えた電子レンジで温めて､

上昇した温度を測定し､違いを調べる。その結果から､短い時間で温めたり､効率

よく温めたりする方法を見つける。

予備実験

電子レンジを使う実験の前に､水道水の温度を計る実験をしました。また､容器

に入れて電子レンジで温めた水の温度を計る実験をしました。

・道具や器具

スチームオーブンレンジ（MS-2401､アイリスオーヤマ）

デジタル温度計（TT-533､TANITA）

ポリプロピレン製のカップ（電子レンジ対応､ダイソー）

実験に用いた電子レンジ

実験に用いた様々なカップ

3

2

・実験方法①

①水道の蛇口から水を流し放しにしたまま､ポリプロピレン製のカップに半分

ほど水を入れる。

②デジタル温度計で軽くかき混ぜ､水温を計る。

③カップの水を捨て､新しく水を入れ換えてから水温を測る。

この過程を何度か繰り返す。

・実験結果①

晴れた日に実験を行ったせいか､水道から出たばかりの水温は30℃ほどあっ

た。６回測定した結果､最高は30.1℃､最低は29.2℃だった。

回数 １ ２ ３ ４ ５ ６

水温(℃) 29.6 30.1 29.8 29.5 29.7 29.2

２回目以降は時間が経つと水温が下がったが､２回目は１回目より水温は上が

っていた。

デジタル温度計を入れてからしばらくの間､温度計の示度はだんだんと上昇し

続けたが､時間が経つにつれあまり上昇しなくなった。そこで､10秒待ってその

間に示度が変化しなければ､その時の温度を測定温度とすることにした。

デジタル温度計

ポリプロピレン製カップ

実験の様子

4

4

経過時間と上昇温度（水量100mL､600Wで加熱）

時間 加熱前 10秒後 20秒後 30秒後 40秒後 50秒後 60秒後

水温(℃) 28.0 31.3 35.1 39.0 42.3 46.1 49.4

上昇温度(℃) 0.0 3.3 3.8 3.9 3.3 3.8 3.3

累計上昇温度(℃) 0.0 3.3 7.1 11.0 14.3 18.1 21.4

実験２

実験１では､水の入ったカップを何度も電子レンジに入れ直したり温度を計った

りしたので､その間に熱が逃げ温度が下がっているかもしれないと考えました。

また､同じカップを連続して使うと､レンジで温められてカップの温度が上がり２

回目以降の水温に影響するかもしれないと考えました。そこで､同じポリプロピ

レン製のカップをいくつか用意し､毎回カップを変えました。そして､同じ量の水

を入れて加熱時間を変えて実験しました。

・道具や器具

スチームオーブンレンジ（MS-2401､アイリスオーヤマ）

デジタル温度計（TT-533､TANITA）

ポリプロピレン製のカップ（電子レンジ対応､ダイソー）×６個

料理用計量カップ（ポリスチレン製､500mL､ダイソー）
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経過時間と温度

計量カップ
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・実験方法②

①ポリプロピレン製のカップに半分ほど水を入れる。

②電子レンジで20秒～30秒間ほど加熱する。

③デジタル温度計で軽くかき混ぜ､水温を計る。

この過程を別のポリプロピレン製のカップを使い､何度か繰り返す。

・実験結果②

初めは､示度が変化しなくなって10秒待ってから温度を測っていた。しかし､

電子レンジで温めた水は､10秒待っているうちに温度が下がり始めることがあ

った。そこで､温度計の示度の変化を見守る時間を５秒間に短縮することにし

た。

実験１

水温の測り方が決まったので､ポリプロピレン製のコップに入れた水を電子レン

ジで温め､温める時間と水温の変化を調べました。

・道具や器具

スチームオーブンレンジ（MS-2401､アイリスオーヤマ）

デジタル温度計（TT-533､TANITA）

ポリプロピレン製のカップ（電子レンジ対応､ダイソー）

料理用計量カップ（ポリスチレン製､500mL､ダイソー）

・実験１方法

①料理用計量カップで水道水100mLを計りとり､ポリプロピレン製のカップに注

ぐ。

②水温を計る。

③電子レンジで600Wで10秒間加熱する。

④すぐに取り出し､水温を計る。

この過程を同じコップで６回繰り返す。

・実験１結果

10秒ごとに､3.3～3.9℃､温度が上昇し､60秒間で21.4度上昇した。最高は20～

30秒の時で3.9℃､最低は0～10秒､30～40秒､50～60秒の時で3.3℃だった。

5
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5

・実験２①方法

①同じポリプロピレン製のカップを６個用意し､それぞれに水を100mL注ぐ。

②水温を計る。

③電子レンジで600Wで10～60秒間加熱する。

④すぐに取り出し､水温を計る。

使い終わったコップは水道水に１～２分ほどかけて冷やし､水分を拭き取り

また使えるようにしておく。

・実験２①結果

加熱時間が長いほど温度は上昇し､100mLの水を60秒加熱すると47.6℃上昇し

た。

加熱時間と上昇温度（水量100mL､600Wで加熱）

時間 10秒後 20秒後 30秒後 40秒後 50秒後 60秒後

加熱前の水温(℃) 28.6 29.1 28.8 28.3 28.3 28.5

加熱後の水温(℃) 34.5 44.1 52.3 59.1 69.3 76.1

上昇温度(℃) 5.9 15.0 23.5 30.8 41.0 47.6

・実験２②方法

水道水の量を200mLに変え､先ほどと同様の実験を行う。

・実験２②結果

水量が多いと温度はあまり上昇しなかった。200mLの水を60秒加熱した場合､28．

1℃上昇した。

全ての温度で､100mLの上昇温度は､200mLの２倍以下だった。

加熱時間と上昇温度（水量200mL､600Wで加熱）

時間 10秒後 20秒後 30秒後 40秒後 50秒後 60秒後

加熱前の水温(℃) 28.3 28.6 28.3 28.5 28.4 28.5

加熱後の水温(℃) 31.7 37.0 41.8 46.3 51.8 56.6

上昇温度(℃) 3.4 8.4 13.5 17.8 23.4 28.1

7

6

実験３

実験２の結果から､同じ出力で温めた場合､加熱時間が長いほど温度が上昇する

ことが予想できます。そこで､今度は加熱時間と水の量は変えずに電子レンジの

出力を変えた時の上昇温度を調べました。

・道具や器具

スチームオーブンレンジ（MS-2401､アイリスオーヤマ）

デジタル温度計（TT-533､TANITA）

ポリプロピレン製のカップ（電子レンジ対応､ダイソー）×６個

料理用計量カップ（ポリスチレン製､500mL､ダイソー）

・実験３方法

①同じポリプロピレン製のカップを６個用意し､それぞれに水を100mL注ぐ。

②水温を計る。

③電子レンジで20秒間､100～600W加熱する。

④すぐに取り出し､水温を計る。

（今回の実験に用いた電子レンジでは､出力を300Wに設定することはできま

せんでした。）

・実験３結果

出力を上げると上昇温度が大きくなる傾向にあった。しかし､出力を上げるほ

ど温度も上昇する､ということには繋がらなかった。200Wと400Wではほとんど

差がなく､かえって400Wより200Wの方が温度は上昇した。
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・実験４①結果

200mLのカップと100mLのカップ２つの場合､温度差は0.0～0.4℃､平均は0.2℃で

あまり差がなかった。

水量200mLと､水量100mL２つ（600Wで20秒間加熱）

水量 200mL 100mL① 100mL② ①と②の平均

加熱前の水温(℃) 28.9 28.3 27.9 --

加熱後の水温(℃) 37.7 37.1 36.3 --

上昇温度(℃) 8.8 8.8 8.4 8.6(0.2℃差)

・実験４②方法

水量を300mLに変え､先ほどと同様の実験を行う。

・実験４②結果

300mLのカップと100mLのカップ３つの場合､温度差が0.2～1.1℃､平均0.5℃と200

mLの時より差がわかりやすくなった。また､100mLのカップを３つ同時に温めたと

き､それぞれの温度症状にばらつきが見られた。

水量300mLと､水量100mL３つ（600Wで20秒間加熱）

水量 300mL 100mL① 100mL② 100mL③ ①～③の平均

加熱前の水温(℃) 29.0 28.5 28.3 28.1 --

加熱後の水温(℃) 34.7 35.1 33.8 34.3 --

上昇温度(℃) 5.7 6.8 5.5 6.2 6.2(0.5℃差)

200cc 100cc① 100cc② 300cc 100cc① 100cc② 100cc③
0

5

温
度
上
昇
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分配実験
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出力と上昇温度（水量100mL､20秒間加熱）

出力 100W 200W 400W 500W 600W

加熱前の水温(℃) 28.6 28.6 28.3 28.2 28.6

加熱後の水温(℃) 34.5 38.6 38.0 39.7 45.2

上昇温度(℃) 5.9 10.0 9.7 11.5 16.6

実験４

実験２②の結果「水量が多いと温度はあまり上昇しない」ということから､逆に

水の量が少なければ温度の上昇が大きいと予想できます。そこで､同じ量の水を

まとめて温めるのと､分けて温めるのとではどうなるか､について調べました。

・道具や器具

スチームオーブンレンジ（MS-2401､アイリスオーヤマ）

デジタル温度計（TT-533､TANITA）

ポリプロピレン製のカップ（電子レンジ対応､ダイソー）×４個

料理用計量カップ（ポリスチレン製､500mL､ダイソー）

・実験４①方法

①同じポリプロピレン製のカップを３個用意し､１つには200mL､2つには100mLずつ

水を注ぐ。

②200mLの水の水温を計る。

③電子レンジで600Wで20秒間加熱する。

④すぐに取り出し､水温を計る。

あと100mLを2つ同時に使って②～④の方法で実験する。
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9

実験５

実験４の結果から､同じ水量でも１つにまとめて温めるのと２つ以上に分けて温

めるのとで､上昇する温度の様子に変化することが予想できます。そこで､いくつ

かの違う量の水を一度に温めるとどうなるか､について調べました。

・道具や器具

スチームオーブンレンジ（MS-2401､アイリスオーヤマ）

デジタル温度計（TT-533､TANITA）

ポリプロピレン製のカップ（電子レンジ対応､ダイソー）×３個

料理用計量カップ（ポリスチレン製､500mL､ダイソー）

・実験５方法

①同じポリプロピレン製のカップを３個用意し､それぞれに100mL､200mL､300mL

水を注ぐ。

②それぞれの水温を計る。

③電子レンジで600Wで30秒間､まとめて加熱する。

④すぐに取り出し､それぞれの水温を計る。

・実験５結果

水量が少ないほど上昇温度が大きくなった。しかし､水の量と上昇温度の間に

は､比例や反比例の関係は成り立っていなかった。

同時に温めた場合の水の量と上昇温度（600Wで30秒間加熱）

水量 100mL 200mL 300mL 平均

加熱前の水温(℃) 29.0 29.0 28.8 --

加熱後の水温(℃) 37.8 34.3 32.7 --

上昇温度(℃) 8.8 5.3 3.9 6.0

実験６

実験４の結果から､まとめて温めるのと分けて温めるのとを比べると､上昇する

温度に違いがありました。また､実験結果②でも２つ同時に温めるよりも､３つの

方が上昇する温度の違いが大きくなりました。カップの数が多ければ置く場所が

増えるので､カップを置く位置によって上昇温度が変わることが予想できます。

そこで､電子レンジ内の色々な場所にカップを置いて実験してみました。
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・道具や器具

スチームオーブンレンジ（MS-2401､アイリスオーヤマ）

デジタル温度計（TT-533､TANITA）

ポリプロピレン製のカップ（電子レンジ対応､ダイソー）×９個

料理用計量カップ（ポリスチレン製､500mL､ダイソー）

・実験６方法

①同じポリプロピレン製のカップを９個用意し､それぞれに100mLの水を注ぐ。

②水温を計る。

③電子レンジで600Wで20秒間加熱する。

④すぐに取り出し､水温を計る。

レンジ内の置き場所を変えながら､１つずつ②～④の方法で実験する。

・実験６結果

上昇温度が最も高かったのが「中央」で､15.0℃だった。逆に､最も低かったのが

「手前右」と「手前左」で､11.0℃で､平均が12.9℃だった。また､手前側より奥側

に置いた方が上昇温度は大きかった。

中央

奥

手前手前左 手前右

奥左 奥右

左 右

ドア

電子レンジ内のカップの置き場所

手前左に置かれたカップ 奥右に置かれたカップ
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磁器製の小鉢（白色､受け皿付き､電子レンジ対応､ダイソー）

磁器製の湯飲み（白色､受け皿付き､電子レンジ対応､ダイソー）

料理用計量カップ（ポリスチレン製､500mL､ダイソー）

・実験７方法

①それぞれの容器に100mLの水を注ぐ。

②水温を計る。

③電子レンジで600Wで20秒間加熱する。

④すぐに取り出し､水温を計る。

⑤容器を変えて､②～③の方法で実験する。

⑥コーヒーカップは､受け皿にのせた状態とのせていない状態の二通り実験する。

・実験７結果

上昇温度が最高だったのはグレーのポリプロピレン製の幅広のカップだった。

上昇温度が最低だったのはグリーンのポリプロピレン製のカップだった。また､

ポリプロピレン製のカップの平均は15.7℃､磁器製のカップの平均は14.5℃で､

磁器製のカップよりもポリプロピレン製のカップの方が水が温まりやすかっ

た。材質や形による上昇温度の違いは大きく､色による上昇温度の違いは大き

かった。コーヒーカップでは､受け皿にのせた状態の方が上昇する温度は高か

った。

カップの種類と上昇温度（600Wで20秒間加熱）

ポリプロピレン製カップ 磁器
種類 上昇温度 種類 上昇温度

カップ･ピンク 16.6 コーヒーカップ皿あり 15.4

カップ･ブルー 16.8 コーヒーカップ皿なし 14.9

カップ･グレー 15.5 小鉢 13.4

カップ･紺色 15.0 湯飲み 14.3

うがいカップ 12.6

クリーム･細長い 16.1

クリーム･幅広 17.6

平均 15.7 平均 14.5

14
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カップの置き場所と上昇温度（600Wで20秒間加熱）

左側 中 右側 平均

奥側 12.1 14.4 11.6 12.7

中 12.6 15.5 13.7 13.9

手前側 11.0 14.1 11.0 12.0

平均 11.9 14.7 12.1 12.9

実験７

これまでの実験では加熱時間や出力､水量､場所など､電子レンジの条件を変えて

調べました。ですが今度は､材質や形､色など､水を入れる容器を変えて実験しま

した。

・道具や器具

スチームオーブンレンジ（MS-2401､アイリスオーヤマ）

デジタル温度計（TT-533､TANITA）

ポリプロピレン製のカップ（ピンク､電子レンジ対応､ダイソー）

ポリプロピレン製のカップ（ブルー､電子レンジ対応､ダイソー）

ポリプロピレン製のカップ（グレー､電子レンジ対応､ダイソー）

ポリプロピレン製のカップ（紺色､電子レンジ対応､ダイソー）

ポリプロピレン製のカップ（グリーン､電子レンジ対応､ダイソー）

ポリプロピレン製のカップ（クリーム色､細長い､電子レンジ対応､ダイソー）

ポリプロピレン製のカップ（クリーム色､幅広い､電子レンジ対応､ダイソー）

磁器製のコーヒーカップ（白色､受け皿付き､電子レンジ対応､ダイソー）

奥左 左 手前左 奥中 中央 手前中 奥右 右 手前右
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15

上
昇
温
度
(℃
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置き場所と上昇温度
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)

ポリプロピレン
磁器

容器の種類と上昇温度

カップピンク カップブルー グレーカップ

紺カップ うがいカップ クリーム細 クリーム広

ポリプロピレン製

コーヒーカップ 小鉢 湯飲み

磁器製
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調べ学習

～電子レンジでものが温まるしくみ～

電子レンジは､レーダー技術から偶然生まれた発明品です。電子レンジが発明され

たのは第二次大戦直後の1946年です。レーダーメーカーの技術者がレーダー電波を浴

びたとき､ポケットに入れていたチョコレートが融けていたことからヒントを得たと

言われています。

電子レンジはマグネトロンと呼ばれる装置から発生させたマイクロ波（電波の一種）

を使って食品を温めています。電子レンジのマイクロ波は､1秒間に24億5千万回も振

動しています。水の分子は酸素と水素が結合してできていますが､酸素の方がマイナ

ス､水素の方はプラスの電気を帯びています。ここにマイクロ波をあてると､それがマ

イクロ波の電界によって水の分子が振動します。そこで､ほとんどの食品は水分を含

んでいます。この時､マイクロ波には水分を含んだものの中まで浸透する性質がある

ので､表面だけでなく中まで熱くなるのです。このような加熱の仕方を誘電加熱と呼

びます。

～電流による発熱量（ジュールの法則）～

中学２年生の理科の授業で､ジュールの法則を学習しました。ジュールの法則では､

電流による発熱量は､その電流の電力や､電圧と電流量､電流を流した時間に比例して

いることになっています。そして､その関係は次の式で表されます。

発熱量(Ｊ) ＝ 電力(W) × 時間(秒)
ジュール ワット

＝ 電圧(Ｖ) × 電流量(Ａ) × 時間(秒)
ボルト アンペア

～発熱量と水温～

１ｇの水の水温を１℃上昇させる熱量をと呼び､次の式で求められます。

熱量(cal) ＝ 水の質量(ｇ) × 上昇温度(℃)
カロリー

また､１cal≒4.2 Ｊ ､0.24cal≒１ Ｊ であることがわかっているので､ジュール
カロリー ジュール カロリー ジュール

の法則と組み合わせると､次のような式が求められます。

発熱量(cal) ＝ 0.24 × 電力(W) × 時間(秒)
カロリー ワット

＝ 0.24 × 電圧(Ｖ) × 電流量(Ａ) × 時間(秒)
ボルト アンペア

水の質量(ｇ) × 上昇温度(℃) ＝ 0.24 × 電圧(Ｖ) × 電流量(Ａ) × 時間(秒)
ボルト アンペア

最後の式を変形して､次のような式を見つけました。

上昇温度(℃) ＝ 0.24 × 電力(W) × 時間(秒) ÷ 水の質量(ｇ)
ワット

上昇温度(℃) ＝ 0.24 × 電圧(Ｖ) × 電流量(Ａ) × 時間(秒) ÷ 水の質量(ｇ)
ボルト アンペア
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実験２

実験２①の結果をまとめ直してみました。

①加熱時間と上昇温度（水量100mL､600Wで加熱）

時間 10秒後 20秒後 30秒後 40秒後 50秒後 60秒後

上昇温度(℃) 5.9 15.0 23.5 30.8 41.0 47.6

実験で用いた水量や電力､時間を次の式に当てはめてみました。

上昇温度(℃) ＝ 0.24 × 電力(W) × 時間(秒) ÷ 水の質量(ｇ)
ワット

＝ 0.24 × 600(W) × 時間(秒) ÷ 100(ｇ)
ワット

経過時間と予想上昇温度（水量100mL､600Wで加熱）

時間 10秒後 20秒後 30秒後 40秒後 50秒後 60秒後 平均

予想上昇温度(℃) 14.4 28.8 43.2 57.6 72.0 86.4

上昇温度÷予想上昇温度 0.410 0.521 0.544 0.535 0.569 0.551 0.522

※ 上昇温度÷予想上昇温度は小数第４位を四捨五入した。※

10秒後から60秒後までの､予想上昇温度に対する累計上昇温度の実験結果の割合は

0.410～0.569で､その違いは1.39倍でした。平均は0.522でした。

続いて､実験２②の結果をまとめ直してみました。

②加熱時間と上昇温度（水量200mL､600Wで加熱）

時間 10秒後 20秒後 30秒後 40秒後 50秒後 60秒後

上昇温度(℃) 3.4 8.4 13.5 17.8 23.4 28.1

この結果と､実験で用いた水量や電力､時間を次の式に当てはめてみました。

上昇温度(℃) ＝ 0.24 × 電力(W) × 時間(秒) ÷ 水の質量(ｇ)
ワット

上昇温度(℃) ＝ 0.24 × 600(W) × 時間(秒) ÷ 200(ｇ)
ワット
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15

考察

～ジュールの法則について～

調べ学習で見つけた次の式に実験１～３を当てはめてみました。

上昇温度(℃) ＝ 0.24 × 電力(W) × 時間(秒) ÷ 水の質量(ｇ)
ワット

実験１

始めに実験１の結果をまとめ直してみました。

経過時間と上昇温度（水量100mL､600Wで加熱）

時間 10秒後 20秒後 30秒後 40秒後 50秒後 60秒後

累計上昇温度(℃) 3.3 7.1 11.0 14.3 18.1 21.4

まず､実験で用いた水量や電力､時間を次の式に当てはめて予想上昇温度を求めまし

た。予想上昇温度に対する累計上昇温度の実験結果の割合を求めました。

上昇温度(℃) ＝ 0.24 × 電力(W) × 時間(秒) ÷ 水の質量(ｇ)
ワット

＝ 0.24 × 600(W) × 時間(秒) ÷ 100(ｇ)
ワット

経過時間と予想上昇温度（水量100mL､600Wで加熱）

時間 10秒後 20秒後 30秒後 40秒後 50秒後 60秒後 平均

予想上昇温度(℃) 14.4 28.8 43.2 57.6 72.0 86.4

累計上昇温度÷予想上昇温度 0.229 0.247 0.255 0.248 0.251 0.248 0.246

※ 累計上昇温度÷予想上昇温度は小数第４位を四捨五入した。※

10秒後から60秒後までの､予想上昇温

度に対する累計上昇温度の実験結果の割

合は0.229～0.255で､その違いは1.11倍

でした。また､平均は0.246でした。

電子レンジでものを温める場合にも､

ジュールの法則はあてはまるが､電気エ

ネルギーが熱に変わる効率は25％ほど

で､あまり高くないだろうと考えました。
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経過時間と予想上昇温度（水量100mL､600Wで加熱）

時間 10秒後 20秒後 30秒後 40秒後 50秒後 60秒後 平均

予想上昇温度(℃) 7.2 14.4 21.6 28.8 36.0 43.2

上昇温度÷予想上昇温度 0.472 0.583 0.625 0.618 0.650 0.650 0.600

※ 上昇温度÷予想上昇温度は小数第４位を四捨五入した。※

10秒後から60秒後までの､予想上昇温度に対する上昇温度の実験結果の割合は0.472

～0.650､その違いは1.38倍でした。平均は0.600でした。

実験３

実験３の結果をまとめ直してみました。

出力と上昇温度（水量100mL､20秒間加熱）

出力 100W 200W 400W 500W 600W

上昇温度(℃) 5.9 10.0 9.7 11.5 16.6

実験で用いた水量や電力､時間を次の式に当てはめてみました。

上昇温度(℃) ＝ 0.24 × 電力(W) × 時間(秒) ÷ 水の質量(ｇ)
ワット

＝ 0.24 × 電力(W) × 20(秒) ÷ 100(ｇ)
ワット
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経過時間と予想上昇温度（水量100mL､20秒間加熱）

時間 100W 200W 400W 500W 600W 平均

予想上昇温度(℃) 4.8 9.6 19.2 24.0 28.8

上昇温度÷予想上昇温度 1.229 1.041 0.505 0.479 0.576 0.766

※ 上昇温度÷予想上昇温度は小数第４位を四捨五入した。※

100Wから600Wまでの､予想上昇温度に対する実験結果の割合は0.479～1.229で､その

違いは2.57倍でした。平均は0.766でした。

これらの結果から､ほとんどの場合､計算で求めた上昇温度を超えたのは､実験３の1

00Ｗと200Ｗの時だけでした。しかし､実験３の結果は他の結果と大きくかけ離れてい

ました。実験１と実験２では､全ての結果は平均値に近くあまり差はありませんでし

たが､実験３だけは結果のばらつきが大きく､最大値は最小値のおよそ2.57倍にもなっ

ていました。実験３は､他の実験とはかなり違う結果になりました。そこで､電子レン

ジの出力調整スイッチが不正確であることを疑いましたが､それを確かめる方法は見

つかりませんでした。ただ､実験３の100Ｗと200Ｗを除けば､ほとんどの計算値の実験

結果は予想上昇温度を超えませんでした。機器を使ってものを温める場合､電気が持

つエネルギーを100％熱に変えることはできないそうです。電子レンジは電気エネル

ギーを効率よく熱に変えることはできますが､それでも100％を超えることはありえま

せん。

これらのことから､電子レンジでものを温める場合にもジュールの法則はあてはま

るが､その効率は25～60％ではないか考えました。
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実験１と実験２の結果は似ていましたが､実験１の平均は0.246と低く､実験２の平

均は①で0.522､②では0.600でした。これは､実験１では､途中で何度も水温を測った

ので､その間に水温が下がってしまったのだろうと考えました。また､実験２の②の計

算値が大きいことか考えました。

～温め方(分けて温める)による違い～

実験４の結果をまとめ直してみました。

実験４①

水量200mLと､水量100mL２つ（600Wで20秒間加熱）

水量 200mL 100mL① 100mL② ①と②の平均

上昇温度(℃) 8.8 8.8 8.4 8.6(-0.2℃)

実験４②

水量300mLと､水量100mL３つ（600Wで20秒間加熱）

水量 300mL 100mL① 100mL② 100mL③ ①～③の平均

上昇温度(℃) 5.7 6.8 5.5 6.2 6.2(+0.5℃)

①と②を比べると､②の方が上昇温度が大きくなっています。これからは､数多くに

分けた方が効率よく温められる様にも見えます。しかし､実験２の①と②の結果を合

わせて考えると､②の方が水の量が多いので効率が良かった､とも考えられます。

～温め方(水量が違うカップを同時に温める)による違い～

実験５の結果をまとめ直してみました。

同時に温めた場合の水の量と上昇温度（600Wで30秒間加熱）

水量 100mL 200mL 300mL 平均

上昇温度(℃) 8.8 5.3 3.9 6.0

100mL､200mL､300mLのそれぞれを比べると､水量が少ないほど上昇温度は大きくなり

ました。このことから､量の違うものを同時に温めると量の少ないものほどよく温ま

り､温まり方にばらつきが出ることが考えられました。
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～温め方(カップの置き場所)による違い～

実験６の結果を見直してみました。

カップの置き場所と上昇温度（600Wで20秒間加熱）

左側 中 右側 平均

奥側 12.1 14.4 11.6 12.7

中 12.6 15.5 13.7 13.9

手前側 11.0 14.1 11.0 12.0

平均 11.9 14.7 12.1 12.9

全体の平均12.9℃より上昇温度が高いところを赤色で示してみました。これにより､

左右で比べると真ん中部分が最も温まりましたが､前後で比べても真ん中部分が温ま

りました。このことから､温めたいものを中央付近に置けば､効率よく温められるので

はないかと考えました。

～容器による違い～

実験７の結果をまとめ直してみました。

カップの種類と上昇温度（600Wで20秒間加熱）

ポリプロピレン製カップ 磁器
種類 上昇温度 種類 上昇温度

a カップ･ピンク 16.6 h コーヒーカップ皿あり 15.4 温度による色分け

b カップ･ブルー 16.8 i コーヒーカップ皿なし 14.9 17.0～17.9℃

c カップ･グレー 15.5 j 小鉢 13.4 16.0～16.9℃

d カップ･紺色 15.0 k 湯飲み 14.3 15.0～15.9℃

e うがいカップ 12.6 14.0～14.9℃

f クリーム･細長い 16.1 13.0～13.9℃

g クリーム･幅広 17.6 12.0～12.9℃

平均 15.7 平均 14.5

全体の平均は15.29℃でした。
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21

一部を除いて､ほとんどの場合､磁器製のカップよりポリプロピレン製のカップの方

がよく温まりました。ただ､eのポリプロピレン製のうがいカップは他と比べると上昇

温度はかなり低くなっていました。

同じ素材､同じ形で色違いのaとbを比べてもあまり違いはありませんでした。同じ

素材､同じ色で形が違う､fとgを比べると幅広の方が上昇温度は大きくなっていまし

た。また､同じコーヒーカップの皿あり､皿なしで比べると皿ありの方が上昇温度が高

くなっていました。

ものの温まり方は､容器の素材や形の影響は大きい､色はあまり影響しないだろうと

考えられます。

まとめ

今回の実験で､電子レンジでものを温める場合に､その温め方によって温まり方に違

いがあることがわかりました。

コンビニの弁当などを早く温めるには､次の様なことが効果がありそうだと予測でき

ました。

◯電子レンジのできるだけ中央に置く

◯たくさん温める場合には､バラバラに温めずにまとめて一度に温める

◯２つのものを温めるには､左右に離して並べるより前後にくっつけて並べる

実験に用いた電子レンジは､出力調整が正確ではないようでした。

容器の素材や形によってものの温まり方に違いがありました。

感想

今回の自由研究を通して、電子レンジについてたくさんの今まで知らなかったこと

を知ることができました。普段、何気なく使っている電子レンジも使い方を変えると

温まり方が変化しました。温める時間や出力が同じでも､いくつかに分けたり位置や

容器を変えたりすることで温まりやすくなったり温まりにくなったりしました。今ま

で、あまり深く考えずに早く温めたい時は出力を上げたり熱々に温めたい時は長い時

間加熱したりと適当にやっていました。ですが、この研究を通してただ出力を上げた

り時間をかけること以外にも別の方法がまだあることがわかりとても驚きました。実

験をしていて、自分で予想した結果や計算で求めた結果と違った意外な結果になるこ

ともあり面白かったです。また、電子レンジで温める時、当たり前のようにものを中

央に置いていましたが､それが正しいことが実験で確かめられたので良かったです。

どんなに熱く温めても､温め終わった瞬間から熱は逃げ始めるので､この実験では正

確な温度を測ることはできませんでした。もう少し計り方を工夫して実験をしてみた

いと思います。また､水以外にも液体や固体を使ってもっと色々な実験したいです。
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参考

電気と磁気の？館 No.32 マイクロ波技術と電子レンジ

https://www.jp.tdk.com/tech-mag/hatena/032#

子どもに教えたい通信の仕組み 電子レンジのしくみ

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bplus/13/1/13_4/_pdf

電子レンジのしくみを知ろう！もっと知りたい電気のこと

http://eguchi-hd.co.jp/enelabo-microwave-structure/

電子レンジの食品加熱の仕組みを教えてください。

https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/range/q_a/a18.html

オームの法則とジュールの法則

https://zukai-kikenbutu.com/buturikagaku/1-denki.html

ジュールの法則

http://www.max.hi-ho.ne.jp/lylle/juru2.html

熱量計算

http://www.asahi-dennetsu.co.jp/html/024.html

science 中学理科とJ（ジュール）…電力量・熱量・仕事・位置エネルギー

http://blog.livedoor.jp/aritouch/archives/3821611.html

カロリーとジュール 定義と変換

http://tabikougaku.jp/2018/10/22/energy/

中2理科「熱量」ジュールやカロリーの求め方 | Pikuu

https://pikuumedia.com/rika2-36/

24

－ 208 －



講　評

　身近にある電子レンジでのものの温め方に興味を持ち、中学生らしい視点で研究テーマにしている点が良い

です。実験方法や測定方法なども、授業で学んだことを活かして研究を進めていました。

　本研究は電子レンジを用いた食品の加熱という身近な現象について、水を分ける、レンジ内での置き場所を

変える、水を入れる容器を変える等、いろいろと条件を変えて実験に取り組み、1 つの実験終了後、結果を考

察した上で新たな条件設定を行い、次の実験に取り組むという、基本的な研究の進め方を丁寧に行っていまし

た。

　測定についても、予備実験を行い考察した上で本実験に取り組むなど、データの取り方もしっかりと根拠立

てられており、各実験データの比較に対しても信頼性が高くなっています。また、実験に使用した道具や器具

についてもきちんと記述していることも、実験の正しさの裏付けとなります。実験結果についても、表やグラ

フの使い方や書き方も適切で、十分なデータ処理に基づいた考察もしっかりとされており、レポートの内容が

とてもわかりやすく仕上がっていました。

　少し気になった点としては、実験３において電子レンジの出力を上げても温度上昇はしなかった事から、電

子レンジの出力は設定ワット数にはなっていない可能性があるのではないかと思います。

　今後の参考として、実験結果から得られた上昇温度と計算で求めた値との比較を行っていますが、実験値と

計算値の違いは電気エネルギーが熱に変わる効率だけでなく、容器（材質）の性質（熱容量という）も関係す

るので、それも計算に考えて求めてみることもよいと思います。

　今回の研究を通して日常使用している電子レンジによる物の温め方に関して広い知識を得たと思います。感

想にもあるように温度の測り方を工夫すること、水以外の液体や個体についても研究してください。今後の研

究が大変楽しみです。

❁上位賞受賞のポイント❁

〇授業で学んだことを活かして実験を進めている。

〇各実験のデータの取り方に統一性があり、信頼性のある実験結果となっている。

〇得られたデータを適切に処理し、その結果に基づいた考察を行っている。

〇研究内容がわかりやすくまとめられており、研究の成果が十分に伝わってきた。
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沖縄県教育長賞

蚊取り線香の灰の不思議

～ なぜ、切れ方がちがうのか？ ～

　
南城市立大里中学校

２年　新垣　尚琉
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講　評

　蚊取り線香の灰という身近な現象について興味を持ったその視点にとても感心しました。

　レポートをみるまで、メーカーによってこんなにも灰の切れ方が違うのかと本当に驚いたと同時に、研究成

果についてとても興味を引かれました。

　研究内容について見てみると、複数のメーカーの蚊取り線香について形状や燃焼時間、設置場所を変えるな

ど、課題の解決に向けて試行錯誤しながら実験を行った点が高く評価できます。

　1 つの線香を燃やすのに 6 時間から 8 時間もかかるが、根気強く何回か繰り返してデータを集めるなど、ね

ばり強く研究している様子が感じられる内容となっています。もしかすると、何かの振動で灰が途中で折れた

り、切れたりすることもあったのではないでしょうか。

　他にも、面積の測定が難しい渦巻き状についても工夫することにより算出していた点に感心しました。科学

的な手法を取り入れてデータをまとめている点でも高く評価できました。

　このように、様々な実験を元に、メーカーによる特徴を見いだした点が評価できます。

　今回の研究では、課題の解決までには至っていませんでしたが、密度の変化や体積の縮み方の割合がかなり

違うようですので、その点や、線香の成分に関する化学的な視点からの研究も必要だと感じました。

　今後も、今回のように多角的な視点から研究に取り組んでください。今後の研究にも期待してます。

❁上位賞受賞のポイント❁

〇研究テーマの着眼点がよく、ユニークな研究となっている。

〇予備実験をもとに、疑問点を解決するために実験計画を立てて取り組んでいる

〇実験における検証の方法が独創的で課題解決に向かう探究心がある。

〇 1つの実験に多くの時間がかかるが、根気強く実験に取り組み多くのデータを集取している。

〇実験結果を写真や表、グラフで表しわかりやすい研究報告書に仕上がっている。
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沖縄県教育長賞

月桃精油

～化学的な面にもふれてみる～

　
南城市立知念中学校

２年　佐敷　優羽

1 2

－ 232 －



3 4

65

－ 233 －



7 8

109

－ 234 －



11 12

1413

－ 235 －



15 16

1817

－ 236 －



19 20

21 22

－ 237 －



23 24

25 26

－ 238 －



29 30

27 28

－ 239 －



31 32

33 34

－ 240 －



37 38

35 36

－ 241 －



41 42

39 40

－ 242 －



45 46

43 44

－ 243 －



49 50

47 48

－ 244 －



講　評

　植物が好きで、においの正体は何なのか、葉や花のにおいがする精油はどのように得られるのかを、沖縄県

の代表的な植物の精油で調べたいという、身近なことから題材・テーマを設定し、研究に取り組んだ中学生ら

しい科学作品で好感が持てます。学校で学習した内容を基に、芳香蒸留水の抽出や芳香成分と分子量の関係な

ど化学的な側面から考察を行っています。また、県産柑橘類 (シークヮサー )を使った実験も行い、月桃と比

較する等の工夫が感じられます。

　今回の研究について、研究の目的、研究方法を丁寧に考え取り組んでいることが、レポートによくまとめら

れています。「植物のにおいの正体や仕組み」、「月桃について」、「月桃精油の成分について」は文献等から基

礎になる事柄をまとめたり、「月桃精油の抽出について」は実際に工場で調査したりと、目的に合わせた方法

で行っています。また、芳香蒸留水を家庭にある調理器具を用いた実験で行う工夫をしたり、同じ実験を２回

行い実験の正確性の確認をしたりしているところは、とても素晴らしいと思います。

　芳香蒸留水の実験で、１回目と２回目の実験結果の相違点について、「月桃の葉の採取場所」、「台風の前後」、

「実の有無」の観点で考えています。今後は、この観点にポイントを絞って比較することもできそうです。液

性を調べる実験で、フェノールフタレイン溶液による変色が、ポリフェノールの影響で起こったのかを詳しく

調べる必要性を感じます。高校で学習する内容ですが、水酸基は、酸性、中性、塩基性（アルカリ性）があり、

フェノール類は酸性物質です。今後、検討してみてください。

　今回の研究のように、学習して身に付けた知識を活用する力は、今後ますます求められる力ですので、これ

からの活動にも期待しています。

❁上位賞受賞のポイント❁

　研究対象とする月桃やにおいの成分等についての基礎事項を調べ、月桃精油生成工場で水蒸気蒸留法を実際

に学び、自宅で芳香蒸留水の生成の簡易実験を実施し、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、高校で学習する分

子量を基に、香りの継続時間との関係があることを見出した点も高く評価できます。
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沖縄県教育長賞

オジギソウはどんな草？ Part2

オジギソウの葉の開閉の秘密－光それとも体内時計？－

　
豊見城市立伊良波中学校

１年　松山　愉音
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講　評

○オジギソウの葉の開閉条件について、自分の研究結果と他の研究結果が異なったことについて新たに追加研

究を行い、実際の研究結果から答えを導き出したことを高く評価しています。科学的な観察力及び思考・考

察力を持っていることに敬意を表します。

○条件をいくつか設定していましたが、比較及び証明のための適切な条件設定だったと思います。また 15 分

～ 30 分と観察の時間も丁寧にされており細かくデータ収集をしています。その丁寧さが今回の結果につな

がったと感じています。

○研究をとおして、オジジギソウについてさらに興味を持ったという意欲を感じ、とても嬉しく思います。今

後も詳細な研究の継続、または新たな視点からの研究を期待しています。

❁上位賞受賞のポイント❁

　前回の実験の継続ですが、単なる追加実験では無く、新たな発見につながる進化的な研究です。研究結果を

考察するにあたり、実際に自分が行った研究結果から導き出されたことは、高く評価できます。
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沖縄県教育長賞

石垣島のクマゼミ Cryptotympana facialis の研究

～市街地と山間部の比較で見えてきたもの～

　
沖縄県立八重山高等学校

１年　新盛　みゆ　　石垣　有那　　太田　龍魁　　北浦　玲央

1 2
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講　評

○レポートは、調査研究の目的や仮説、調査方法も適切で、調査結果も丁寧にまとめられており分析方法も適

切で、良く整理されています。

○八重高敷地内と吹通川上流で雌雄の比率が異なる（逆転）のは興味深いところです（図８のデータ＝オス

34 匹、メス 22 は文中の数値とは異なりますが・・・）。

○性比が地域で異なるのは興味深い結果です。原因（植生、地質・土壌の差異か？）を解明するために、植生

や地質・土壌の条件の異なる複数の地点でも調査してみると何か掴めるかも知れませんね。

○センダンに次いで「シマトネリコによく見られる」のは八重山のクマゼミの特徴（新知見）かも知れません。

沖縄島ではセンダン・ホルトノキ、本土産ではセンダン・アオギリに多いという報告があります。

❁上位賞受賞のポイント❁

○身近なクマゼミについて、市街地と山地で違いについての着想が良い。研究の結果、地域性や八重山のクマ

ゼミの特徴的な生態が示され、今後の研究の発展が期待できる。

○仮説に沿った方法により研究を行い、期間、データ量とも充実している。また、見やすい図でデータをとり

まとめている。
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沖縄県教育長賞

オオバギ Macaranga tanarius の花外蜜腺が存在する要因

　
沖縄県立球陽高等学校

２年　　祝　杏奈　　宜保　優希　　知花　美月　　仲宗根　和奏　　山田　瑚々

オオバギ Macaranga tanarius の花外蜜腺が存在する要因

沖縄県立球陽高等学校

宜保優希 知花美月 仲宗根和奏 山田瑚々 祝杏奈

．はじめに

アリ植物とは、アリと密接な相利共生系を形成する植物のことである。アリ植物は 茎などの組織を変形
させた空洞を形成し 営巣場所として共生するアリに提供する 一方 アリ植物に営巣する共生アリは 植食
者からアリ植物を防衛する 東南アジア熱帯を中心に分布するトウダイグサ科オオバギ属には少なくとも
種以上のアリ植物種が知られている オオバギ属の植物は一般的に 中空の茎を営巣場所として 葉や托葉な
どに形成される食物体と呼ばれる組織を餌として共生アリに提供し，アリは植食者の攻撃やツル植物の繁茂
からオオバギを防衛している（大久保， ）。
沖縄県におけるオオバギ属の植物には、オオバギ が 種のみ生息している。本種は、

沖縄から台湾、マレーシアにかけて分布するトウダイグサ科の常緑広葉樹で、成長がはやく寿命が短い典型
的なパイオニア樹種である 中須賀・林， 。なお、沖縄においては材や街路樹として利用されてきた。
オオバギ属のアリ共生系についての研究はいくつも行われているが、オオバギとアリとの共生関係につい

てはあまり研究が行われていないため、解明したいと思った。そのために、今回は、オオバギの花外蜜腺はど
のような条件で変化するのかを調べることにした。本研究では花外蜜腺の存在する要因を調べ、今後の研究
｢アリとオオバギの共生関係｣に役立てることを目的に研究を行った。

．方法

（ ）調査地の概要

① 桃原公園

沖縄県中部の球陽高等学校の近隣に位置する桃原西公園（沖縄県中頭郡北谷町吉原）でオオバギの

採取を行った。桃原西公園は、約 の広さを有する起伏に富んだ敷地の公園であり、オオバギや

アレカヤシDypsis lutescens など、多くの植物が生息している。

② 知花城跡

知花城跡は、標高 ｍのカルスト残丘地形を利用した場所にあり、自然に富んだ城跡である（沖縄

観光コンベンションビューロー， ）。

（ ）調査期間

年 月 日〜 年 月 日， 月 日

（ ）調査方法

調査の方法としては、調査地にてオオバギを採取して、樹高、採取した枝 本あたりの葉の枚数、葉の面

積、葉 枚あたりの花外蜜腺の数を測定し、グラフとしてまとめた。そして、作成したグラフから花外蜜腺

が存在する条件となるものについて関係がみられるか考察を行った。オオバギの葉の面積の測定について

は、 というソフトウェアを活用し、画像の処理・解析を行った。また、採取したオオバギの葉には、

枝ごとに （グラフ ）のようにナンバリングをした。測定する項目としては、葉の面積と地面から枝ま

での高さや樹高の つであり、樹高については、低木、中木、高木の 種類に分けるものとする。低木は樹

高 未満、中木は樹高 以上 ｍ未満、高木は樹高 ｍ以上とした。加えて、方角や天気に

ついても記録した。

1

写真１．桃原公園

写真 ．知花城跡

2
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．結果

（ ）調査

調査 では、オオバギの葉における花外蜜腺の数は、葉の面積に起因していると仮説を立て、調査を行っ

た。作成したグラフを以下に示す。グラフの縦軸は葉における花外蜜腺数、横軸は葉の面積を表す。

グラフ１：花外蜜腺数と葉の面積との関係

葉の面積にかかわらず花外蜜腺数は０個が多く、葉の面積と蜜腺数を示すそれぞれの点が散在しており、

あまり顕著な関係性が見られなかった。また、グラフ１を採取した個体ごとに分け、以下のグラフに示した

（グラフ２～グラフ ）。

グラフ２： 花外蜜腺数と葉の面積
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グラフ３： 花外蜜腺数と葉の面積

グラフ４： 花外蜜腺数と葉の面積

R² = #N/A
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グラフ７： 花外蜜腺数と葉の面積

グラフ８： 花外蜜腺数と葉の面積

R² = 0.6626
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グラフ５： 花外蜜腺数と葉の面積

グラフ６： 花外蜜腺数と葉の面積

R² = 0.2354

花
外

蜜
腺

数
（

個
）

葉の面積（㎠）

R² = 0.12

花
外

蜜
腺

数
（

個
）

葉の面積（㎠）

5

－ 259 －



グラフ９： 花外蜜腺数と葉の面積

グラフ ： 花外蜜腺数と葉の面積

R² = 0.0006
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グラフ ： 花外蜜腺数と葉の面積

グラフ ： 花外蜜腺数と葉の面積

R² = 0.0696
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フ２、グラフ４、グラフ６、グラフ８）の近似曲線は右下がりであることから、葉の面積が小さくなるほど花

外蜜腺数が多くなる傾向がみられる。 、 、 、 （グラフ３、グラフ 、グラフ 、グラフ

）については、どの葉の面積においても花外蜜腺数が が多い。

（ ）調査

調査 では、オオバギの葉における花外蜜腺の数は、樹高に起因していると仮説を立て、調査を行った。

グラフ１４は、グラフ を樹高別に色分けし、示したものである。

グラフ１４ 花外蜜腺の数と葉の面積（樹高別）

グラフ１４を樹高ごとに分け、以下のグラフに示した（グラフ１５～グラフ１７）。

樹高の定義については、調査方法で示した通りである。葉の枚数は、低木 枚 グラフ１５ 、中木

枚（グラフ１６）、高木 枚 グラフ１７ である。

花
外
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の
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個
）
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低木
中木
高木
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グラフ ： 花外蜜腺数と葉の面積

のそれぞれの採集場所、樹高、葉の枚数、採集した個体の葉の面積の最大・最小、採集した個体

の花外蜜腺数の最大・最小、近似曲線の変化の様子のリストをまとめた 表１ 。葉の面積と花外蜜腺数につい

ては、 （最大値） 最小値 のように表す。

表１．個体ごとの調査結果

採取場所 樹高 ㎝ 葉の枚数（枚） 葉の面積 花外蜜腺数 近似曲線

桃原公園 右下がり

桃原公園 一定

桃原公園 右下がり

知花城跡 右上がり

知花城跡 右下がり

知花城跡 右上がり

知花城跡 右下がり

知花城跡 右上がり

桃原公園 右上がり

桃原公園 一定

桃原公園 一定

桃原公園 一定

、 、 、 （グラフ５、グラフ７、グラフ９、グラフ ）の近似曲線は右上がりであることか

ら、葉の面積が大きくなるほど花外蜜腺数が多くなる傾向がみられる。一方、 、 、 、 （グラ

R² = 0.0399

蜜
腺

数
個

葉の面積 ㎠
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グラフ１５：花外蜜腺の数と葉の面積（低木）

グラフ１６：花外蜜腺の数と葉の面積（中木）

R² = 0.2879
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低木 グラフ１５ と中木（グラフ１６）を比較すると、蜜腺数 個以上の葉の枚数が低木に多く、 個以

下の葉の枚数が中木に多い。このことから、蜜腺は低木の葉に多く存在しているといえる。

グラフ１７：花外蜜腺の数と葉の面積（高木）

高木において、ほとんどの葉に蜜腺が見られなかった。

R² = 0.0245
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枚数も多いため、食害による個体への被害は軽減される。よって、それほど多くの花外蜜腺が葉に存在してい

なくても生存していくことは可能である。そして、高木の時期には、樹高が中木からさらに高くなり、個体全

体の葉の枚数もかなり多なっているため、食害が起こっても個体への影響はそれほど大きくはない。ゆえに、

被食による被害に対抗する必要性は低木や中木に比べ、低い。これらのことが、オオバギのそれぞれの葉にお

ける花外蜜腺数の違いに関係しているのではないかと私たちは考えている。

５．今後の方針

調査 で行った、オオバギの葉の面積と花外蜜腺数との関係、また調査 の樹高（ ）と花外蜜腺数との関

係の両方についても継続して調査を行なっていく。その他にも、採取地ごとにグラフを作成し、採取地が蜜腺

数の増減に影響を与えているのかについても調べたい。さらに、調査 については、実際に食害を及ぼす生物

が存在するのか、また、存在が確認できたら、その生物種にはどのようなものがあるのかを調査したい。加え

て蜜腺数の増減に関わるコストを具体的に表す方法について模索していく。
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（ ）調査

グラフ１８は、採取したオオバギを樹高別に分け、それぞれの樹高における各蜜腺数の割合を示したも

のである。縦軸は蜜腺数ごとの割合、横軸は樹高、また、下の 〜 の数字は蜜腺数を表している

グラフ１８：花外蜜腺の数と樹高の関係（割合別）

低木の個体（ ㎝未満）において、花外蜜腺数 以上の割合が ％前後みられた。また、中木の個体

（ ㎝以上 ㎝未満）において、花外蜜腺数 以上の割合が ％前後みられた。高木の個体（ ㎝以

上）においては、花外蜜腺数 以上の割合が ％未満で、全ての個体でほとんど花外蜜腺がみられなかっ

た。中木と高木においては、低木と比べて、蜜腺数０の割合が多い。

４．考察

調査 ・ を通して、私たちは各個体のオオバギの葉における花外蜜腺数は、その個体の樹高に関係してい

るということを見出した。低木の場合、各個体に存在している蜜腺数は多いが、オオバギの樹高が高くなり、

高木へと成長していくにつれて、各個体における花外蜜腺数は減少する。その要因として、私たちは次のこと

を予想する。低木の場合には個体における葉の枚数が少ないため、ほかの生物による食害は個体の生存を脅か

す大きな被害となる。また、樹高が低いということは、オオバギの葉と地面との距離が近いということであり、

そのほかの生物がオオバギの木の葉に到達することが容易となる。傾向として、調査中に確認できた葉では、

同一個体において蜜腺が多いものは被食率が低く、蜜腺が少ないものは被食率が高かった。このことからアリ

と花外蜜腺の間には関係があるという仮定に基づくと、低木の時期には被食による被害を最大限に軽減する

ために、それぞれの葉における花外蜜腺数を多くすることで、アリを多く誘引できる体制を作り、外敵から自

身の身を守っているのではないかと考えられる。また、中木の場合には、低木に比べて樹高が高く、また葉の

蜜
腺
数
ご
と
の
割
合

樹高（ｃｍ）

花
外
蜜
腺
の
数
（
個
）
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講　評

　植物と動物の共生関係は、古くて新しい研究テーマで、まだまだ未解決な部分も多く面白い着眼点だと思い

ます。とりわけオオバギとアリという、比較的身近な生きもの同士の関係を選び、海外ではよく知られている

オオバギ類の事象が、沖縄に生育するオオバギではどうなっているのかという視点からの研究は大変評価でき

ます。研究を進める中で様々なアイディアがある中で、その第一歩として花外蜜腺をテーマにしたことも、取

り組みやすいものから始めるということでよかったと思います。

　残念な点としては、取り組みを簡略化しすぎた点です。例えば、解析の中で食害動物としてアリをあげてい

ますが、アリについてはまったくデータが示されていないことです。そして単に蜜腺と葉の面積、木の高さと

の関係で終わってしまっていることです。木が大きくなるにつれて蜜腺が減るのは分かりますが、それに伴っ

て木に来るアリの数や、観察対象のオオバギの隣りの木に来るアリの数なども比較してほしいのです。オオバ

ギだけにとらわれず、隣りの木ではどうなっているのかを比較することで、オオバギとアリの関係がさらに浮

かび上がってくると思います。

　調査の基本はまず調査計画です。研究全体をイメージして、何が知りたい、そのためにはどんなデータが必

要、そのデータを得るためにはどんな調査をすればいい、ということを体系的にデザインする必要があります。

こうすることで、研究の全体像がよくつかめるようになるし、それぞれの調査結果がうまく連動することにな

ります。

❁上位賞受賞のポイント❁

　オオバギとアリの共生関係を理解するため、解明すべきテーマを段階的に調べていこうとする態度が素晴ら

しく、設定したテーマに背伸びすることなく素直にチャレンジしている点が評価される。データの収集や解析

に物足りなさはあるものの、調査手法は科学的であるし、定量的な比較に基づく考察も独りよがりにならず、

客観的に進められていることが評価される。
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環 境 奨 励 賞

鳩間島のヤシガニについて　パート５

～ 甲羅の紋様を利用した個体識別方法の検証とヤシガニの産卵の様子の観察 ～

　
石垣市立大浜中学校　１年　西原　智章

石垣市立大浜小学校　４年　西原　智穂

1 2

－ 263 －



3 4

65

－ 264 －



7 8

109

－ 265 －



11 12

1413

－ 266 －



15 16

1817

－ 267 －



19

－ 268 －



講　評

○県内各地のヤシガニの保全の必要性がさけばれている中で、島のヤシガニの 169 個体のカルテの作成は島の

ヤシガニ保全の為の基礎データとして、とても意議のある研究です。カルテの作成に要した努力と労力にま

ず敬意を表します。

○現地での個体識別の作業がどのように行われたのかは不明ですが、今回は甲羅の紋様での個体識別ができな

かったようで残念でした。資料にあるようなＡＩでの識別ができれば良いのですが中学生では様々な困難が

ともなうことでしょう。代わる手法として、再調査の際にも昨年同様なカルテ作成（写真撮影）をして、後

日じっくりと昨年作成のカルテの写真と比較・識別できないでしょうか。識別法の検討ができると良いです

ね。

○今回のレポートでは触れられていませんが、昨年の調査結果（カルテ中の）データを活用して、島の①ヤシ

ガニの性比（雄：雌）、②雌雄の体長組成の比較（年齢構成が見えてくるかも）、③抱卵個体のサイズ組成（ど

れぐらいに成長すると抱卵できるか）などをグラフにまとめてみると ,島のヤシガニの生態の一部がみえて

くるかもしれません。

○今後も是非継続調査を行うことを期待しています。その際には専門の研究者に相談して今後の研究のすすめ

方や資料のまとめ方などについて相談されてみてはどうでしょうか。

❁上位賞受賞のポイント❁

○「島のヤシガニ（自然）」の保全のために本テーマを選び、研究の目的が明確である。

○中学生にとって決して簡単ではないヤシガニについて、目的に沿った研究プログラムを作成し、基本的なデー

タとして必要な「個体カルテ」（169 匹分）を作成している（努力と労力を評価する）。
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環 境 奨 励 賞

外来爬虫類（グリーンアノール）の捕獲研究

　
沖縄県立向陽高等学校

２年　上原　怜　　松田　博斗　　大濱　琉優輝　　金城　有星

1 2

－ 270 －



4

5 6

3

－ 271 －



8

9 10

7

－ 272 －



12

13 14

11

－ 273 －



1615

－ 274 －



講　評

　特定外来種は、生物多様性に著しい影響を及ぼす可能性があるため、日本全国で問題になっていますね。本

研究は、沖縄県が駆除作業を行っている特定外来種であるグリーンアノールについての、大変意義のある研究

だと思います。長期間の予備調査を基にした、詳細な捕獲調査や標識再捕獲法を行った生態調査は、多くの努

力が必要だったと思います。本研究を進めた皆さんの熱意と努力に敬意を表します。

　本研究の結果、幼体は、縄張り形成を行わないため、樹冠以外で多く見られることや、沖縄島の繁殖期の特

徴、これまでよく分からなかった冬場の生態についての新たな知見が得られたのは素晴らしいことです。これ

からも更なる研究を頑張ってください。ただ、今後研究をまとめる際には、図表の示し方に気をつけて下さい。

それぞれの図や表には、必ず説明文（キャプション）を決まった位置（図は下部、表は上部）に記載する必要

があります。論文をまとめる際の様々な約束事は、研究内容を多くの人に理解いてもらうためにも必要ですの

で、理解しておくようにしましょう。

　実際にグリーンアノールを採集しての地道な調査は、たいへん高く評価できますので、今後の研究の進展に

期待しています。これからも研究を頑張ってください。

❁上位賞受賞のポイント❁

　これまでよく知られていなかった、特定外来種グリーアノールの沖縄島での生態について、詳細な調査を行っ

ている点が高く評価できます。また、本研究で明らかになった冬場の生態をヒントに、新たなワナの作成と使

用を試みている事も高く評価しました。新しい捕獲効率の高いワナの完成に向けてこれからも研究を頑張って

ください。
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Abstract 
Environmental Science 
Water Pollution 
Just Keep Swimming: A Study of if Artemia salina's Activity Can Measure Water Toxicity 
Willow Lewis 
Kubasaki High School, Camp Foster, Okinawa, Japan 
Mrs. Eastman, DoDDS 
 
In Okinawa, Japan, the American Military Air Stations will use JET-X 2.75, to extinguish fires 
on the airstrip. The runoff of this chemical, Perfluorinated Compounds (PFCs), has been found in 
concentrations exceeding the United States Environmental Protection Agency (USEPA)'s 
advisory level of toxicity for safe drinking water. This lethal chemical is known to cause cancer, 
neurological, and reproductive disorders. A common way to detect the presence of PFC in water 
is chromatography, which is very expensive. However, Artemia salina (A. salina), small 
invertebrates which are used in lethality bioassays to measure cytotoxicity, could be a less 
expensive substitution.  Gasoline and Scotchgard were over the counter chemicals used to 
simulate PFCs. A. salina were grown to the average size of 10 mm and then exposed to different 
concentrations of Scotchgard and gasoline. The hypothesis was that the difference in swimming 
speeds of A. salina exposed to safe drinking water versus highly toxic water containing gasoline 
or Scotchgard are statistically significant. There was a statistically significant difference in the 
swimming speeds of A. salina when exposed to gasoline. However, there was no statistical 
significance found for Scotchgard. The PFC found in Scotchgard is less than 3% which could 
have impacted the outcome of this experiment. Therefore, the swimming speed of A. salina may 
be an effective way to measure high toxicity in water however more testing is needed to find the 
range of toxicity measurable by A. salina. 
 
Word Count: 238 
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shrimp, is a genus of 10-12mm invertebrates, frequently used in aquaculture. These crustaceans 

naturally live in salt water lakes but can survive in water salinity between 3%-30%. The growth 

rate of A. salina is dependent on the conditions of the environment, such as salinity, temperature, 

and food availability, but generally reach adulthood after 2-3 weeks of consistent conditions. A. 

salina eggs are dry cysts which can be hatched quickly and easily and do not require the 

continuous maintenance of stock cultures (Vanhaecke, 2000).  A. salina  are passive filter feeders, 

which means the brine shrimp have no control over what is ingested. (Great Salt Lake Ecosystem 

Program, 2020). Because of this, they are promising candidates for a cheaper method of testing 

the toxicity of freshwater samples. Brine shrimp lethality bioassay is a fatality test used with A. 

salina to measure cytotoxicity, the quality of being toxic to cells. The bioassay is often used on 

these invertebrates before the continuation of testing to mammalian subjects (Wu, 2014).  

Fatality is not the most precise measurement of health. Although a subject may be alive, 

it does not guarantee the subject is healthy. The activity of living organisms may be a better 

indicator of measuring the health of a subject. Therefore, the question stands: Can the swimming 

speed of A. salina be an effective way to measure toxicity in water? There is limited research of 

A. salina being used as a way to measure the presence of PFC. The closest commercially 

available options of PFC were gasoline and Scotchgard (MSDS 21-7129-6). This paper’s 

research hypothesis was that differences in swimming speeds of A. salina exposed to safe 

drinking water versus highly toxic water containing gasoline or Scotchgard are statistically 

significant.  
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Introduction 

Perfluorinated Compounds 

In May 2016, an incident on Kadena Air Base in Okinawa, Japan released more than 

1,500 liters of JET-X 2.75 percent, a fire extinguishing agent used to put out fires on the airstrip. 

The spill was thought to have flowed into the off-base waterways and the ocean. One of the 

compounds in the chemical makeup of JET-X 2.75 percent is a Perfluorinated Compound (PFC). 

PFCs are highly toxic and known to cause cancer, neurological, and reproductive disorders 

(Japan Times, 2016). In addition, Perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanoic acid 

(PFOA), agents of PFCs, have been found in water samples from six sites located around the 

Marine Corps Air Station on Okinawa. The water samples tested demonstrated levels of PFOS 

and PFOA exceeding the United States Environmental Protection Agency (USEPA)'s advisory 

level of toxic chemicals for safe drinking water, which is 70 ng/L (0.007%) or lower (Okinawa 

Prefectural Government, 2019). PFCs are manufactured compounds which can be commonly 

found in commercially used surfactants. These compounds, which lower surface tension between 

liquids and other substances, are used commercially as a liquid repellant such as Scotchgard and 

Teflon. PFCs are resistant to degradation and will often bioaccumulate in soil, sediment, 

groundwater and animal tissue (Babcock Laboratories, 2019). The most common method of 

detecting PFC in water is chromatography, an expensive process which establishes the presence 

of analytes in a mixture (Acta, 2013).  

Lethality Bioassay 

 Standardization of toxicity tests on aquatic organisms to study the effect of chemicals on 

marine ecosystems is an urgent necessity. Artemia salina (A. salina), also known as brine 

5
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Materials & Methods 

A. salina were grown in an 11.3 L tank, filled with 7.6 L of distilled water and 170 g. of 

marine salt, which created a 25 part per thousand (ppt) salt solution. The solution was stirred and 

allowed about 24 hours to equilibrate.  Thirteen grams of A. salina eggs were added to the tank at 

the beginning of the experiment. To maintain consistent salinity in the tanks, the initial waterline 

of the tanks were marked by a black line. As needed, water was replenished to the black line to 

compensate for evaporation. An aeration device was placed in the tank and turned on for 30 

seconds every day. The A. salina  grew for six weeks until they were an average size of ten mm.  

To measure the A. salina’s location, five 14 by 12mm location grids were created with 

intervals of one mm, bolded every five mm (See Figure 1). The x-axis and y-axis were identified 

by a highlighter, and the grids were pasted on a solid colored paper and labeled. Introduction of 

chemical was executed in five clean mason jars. Solution mixtures for each test run were created 

by combining 0.5L of distilled water, 9 g. marine salt, and a varying amount (0.0ml, 0.25ml, 

0.5ml, 0.75ml, and 1.0ml) of either gasoline or liquid Scotchgard (See Table 1). The mixture 

was swirled and allowed to settle for 60 minutes. After this, 40ml of each mixture was 

transferred to a labeled 50ml graduated cylinder.  A. salina  were extracted from the stock tank 

with a separate 50ml cylinder, and individually transferred to the solution mixtures via eye 

dropper.  Three brine shrimp were added to each treatment (note: wider or pregnant A. salina 

were not ideal for this experiment if the eyedropper technique is used, because the high pressure 

and small tube may deform the  A. salina ). 
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Table 1:The concentration of the diluted chemicals. 

Amount of Treatment (mL) 
Concentration 
Percentage (%) 

0.00 0.00% 

0.25 0.05% 

0.50 0.11% 

0.75 0.16% 

1.00 0.21% 

 

 

Figure 1: The layout of the grid and petri dish for the data collection process. 

 

Figure 2: A drawing of A. salina to present a visual of how the location of the A. salina was 
determined. 
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Results 

 

Figure 3: The average swimming speeds of the A. salina  after being exposed to various 
concentrations of the treatments. 
 

Table 2: p-values of swimming speed in varying gas concentrations. 
GAS Control 0.25 ml 0.5 ml 0.75 ml 1 ml 

Control X 0.005 0.214 0.003 0.005 

0.25 X X 0.195 0.295 0.926 

0.5 X X X 0.157 0.204 

0.75 X X X X 0.410 

1 X X X X X 

Mean 148.53 8.22 61.64 2.90 8.94 

Standard 
Error 34.96 4.19 39.26 1.75 6.48 

Standard 
Deviation 104.89 12.57 117.79 5.54 19.44 

Sample 
Variance 11002.43 158.05 13874.49 30.67 378.03 

Green color indicates a p-value p<0.05 
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After 15 minutes of acclimation, the  A. salina were extracted using a one mL disposable 

pipette and placed into five petri dishes with 3 mL of the solution. The petri dishes were centered 

on the grid origin. A light source was placed over the A. salina and a camera was set up about 

0.5m. above the samples. An Apple iPhone’s time lapse feature, which takes 2 photos per 

second, was used to record the movement of the A. salina for five seconds. The position of the 

A. salina was based off of the center of the two eyes (See Figure 2), to provide a consistent way 

to measure location between different sized subjects. The beginning sample location point was 

compared against the end point. Using the basic location equation ( ) the swimmingA2 + B2 = C2  

distance was calculated. This value was divided by the total sample time of 5 seconds. The 

experiment was repeated 3 times with fresh solutions which yielded a total of 45 data points per 

variable (both for gasoline and Scotchgard). 
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Table 3:p-values of swimming speed in varying Scotchgard concentrations 
Scotchgard Control  0.25 ml 0.5 ml 0.75 ml 1 ml 

Control X 0.03 0.353 0.321 0.187 

0.25 X X 0.429 0.237 0.266 

0.5 X X X 0.674 0.806 

0.75 X X X X 0.836 

1 X X X X X 

Mean 297.90 115.69 172.12 209.73 191.84 

Standard 
Error 62.03 38.54 57.83 66.07 53.74 

Standard 
Deviation 175.44 115.61 173.48 198.22 161.22 

Sample 
Variance 30778.24 13364.90 30093.99 39293.04 25992.97 

 

Raw data collected for the experiment may be found in Appendix A. Figure 3, the 

average swimming speed of the  A. salina for the gas treatments are lower in comparison to the 

control. To be considered a statistically significant result, the p-value of a T-test:(paired two 

sample for means) must have a value below or equal to 0.05. The statistically significant results 

for the p-value chart are highlighted in green and the not statistically significant p-values are 

highlighted in red. There was statistical significance of the results between the control and the 

0.25ml, 0.75ml, and 1.0ml samples. There was no statistical significance between the gas 

treatment of the control and 0.50ml sample. Scotchgard has no results of statistical significance. 

The observed general statistics shown in Tables 2 and 3 indicate a high amount of variance 

present in the results of the treatments.  
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Discussion of Results 

The purpose of this experiment was to test if the swimming speed of A.salina could be an 

effective way to measure water toxicity by exposing A. salina to varying concentrations of PFC 

and gasoline. The p-value was evaluated to further study the reliability of this experiment. A 

p-value is statistically significant if it is less than 0.05. If less than 0.05, the statistical 

significance could likely show a relationship between two or more variables is caused by 

something other than chance (Kenton, 2019).  

Gasoline 

Hypothesis:  Partially supported.  

Based on the results shown in Table 2, the A. salina swimming speed change in 

comparison with the control is statistically significant and are not caused by random chance. 

However, there is no statistical significance between the treatments. The data suggests that A. 

salina  exhibits swimming speed differences between clean and highly polluted water with 

gasoline. However, the concentrations of toxicity (See Table 1 ) chosen for this experiment, are 

much greater than the USEPA’s recommended levels for safe drinking water, 70ng/L. Therefore, 

it is possible that smaller concentration of toxicity may not greatly hinder swimming speeds. The 

use of smaller concentrations of toxicity which have smaller variance between values may result 

in a more applicable study.  
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Conclusion 

Based on this experiment and past experiments mentioned in the literature review, A. 

salina is valuable way to measure the presence of toxicity. A. salina’s swimming speed was 

observed to be statistically significant way to measure comparatively high concentrations of 

gasoline. PFC showed no statistically significant difference in the swimming speed of A. salina 

but the means are comparatively lower than the control. Therefore, the swimming speed of A. 

salina can be an effective and cheaper way to measure high toxicity in water however more 

testing is needed to find the range of toxicity measurable by A. salina . 

Future Work 

To improve this experiment, longer treatment exposures may result in more real-world 

applicability.  In the future, I would also like to add more variances of treatment concentration 

and increase the sample sizes for each treatment. I would add a real-life application of this 

experiment by using samples of groundwater containing PFOS and PFOA to see if A. salina can 

detect toxicity in a less-controlled environment. I would have a control of groundwater with no 

PFOS and PFOA to ensure experiment integrity. I would also test for the lowest concentration of 

toxicity the A. salina can be a bioassay for.  I would base the treatment concentrations to reflect 

the lowest concentrations of toxicity considered dangerous by the United States Environmental 

Protection Agency’s standards.  
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Scotchgard 

Hypothesis:  Not Supported 

As observed in Table 3, none of the concentrations of PFC have a p-value less than 0.05, 

which means there was no statistical significance. There are a few possibilities of why the data 

showed no statistical significance for this treatment. The PFC used for this experiment is not 

pure PFC. Scotchgard Fabric Softener (chemical makeup within MSDS 21-7129-6) was used to 

test the effects of PFC. The chemical makeup shows less than 3% of a PFC-like chemical, 

Fluorochemical Urethane, which was present in the Scotchgard; however the majority of the 

solution consisted of Acetone and Isopropyl Alcohol. The low amount of PFC and dilution of the 

Scotchgard may have greatly diluted the chemicals, making too low of a concentration to affect 

the A. salina’s swimming speed. A. salina may also not be the ideal test subject to identify PFC 

or test the toxicity of it. PFC may take longer to affect a living organisms in comparison to 

gasoline. The further study of increased accumulation period is needed to conclude this.  

General Statistics 

The general statistics as shown in the bottom rows of Table 2  and 3 indicate a variance between 

the two controls. However, the overall mean (Figure 3) of the swimming speeds decreases 

significantly when a treatment was added.  The great variance between means suggests that A. 

salina  may not be the best tester of toxicity. A. salina are observed to have no constancy in times 

of swimming and may exercise randomly.  Another consideration is that A. salina may need a 

more precise method to calculate activity/ health. 
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Appendix A 

Variable Trial # Amount of 
Variable (ml.) Shrimp # Start x Start y End x End y  Time (s) 

Gas 1 0 1 9 -25 3 -19 5 
Gas 1 0 2 -4 -24 -20 -18 5 
Gas 1 0 3 -19 -14 -18 -15 5 
Gas 2 0 1 4 -23 -4 -23 5 
Gas 2 0 2 26 5 21 -4 5 
Gas 2 0 3 9 19 -11 -1 5 
Gas 3 0 1 21 -10 3 0 5 
Gas 3 0 2 0 -13 -15 -13 5 
Gas 3 0 3 -2 -24 0 -25 5 
Gas 1 0.25 1 -7 -6 -6 -6 5 
Gas 1 0.25 2 -18 7 -18 7 5 
Gas 1 0.25 3 4 26 7 25 5 
Gas 2 0.25 1 13 22 13 22 5 
Gas 2 0.25 2 15 3 15 3 5 
Gas 2 0.25 3 -19 -4 -19 -3 5 
Gas 3 0.25 1 -24 -3 -24 -3 5 
Gas 3 0.25 2 -18 18 -18 18 5 
Gas 3 0.25 3 9 25 9 26 5 
Gas 1 0.5 1 12 -12 17 6 5 
Gas 1 0.5 2 10 8 11 7 5 
Gas 1 0.5 3 6 32 -3 8 5 
Gas 2 0.5 1 -14 12 -14 12 5 
Gas 2 0.5 2 -4 28 -4 28 5 
Gas 2 0.5 3 15 14 15 14 5 
Gas 3 0.5 1 -13 13 -13 13 5 
Gas 3 0.5 2 -4.5 20 -5 20 5 
Gas 3 0.5 3 5 27 5 27 5 
Gas 1 0.75 1 6 15 6 15 5 
Gas 1 0.75 2 10 -12 9 -11 5 
Gas 1 0.75 3 -21 4 -21 4 5 
Gas 2 0.75 1 0.5 23 0.5 23 5 
Gas 2 0.75 2 4 6.5 4 6.5 5 
Gas 2 0.75 3 7 -6 7 -6 5 
Gas 3 0.75 1 -4.5 26 -5 26 5 
Gas 3 0.75 2 -5 -19 -5 -19 5 
Gas 3 0.75 3 11 -2.5 11 -3 5 
Gas 3 0.75 4 19 -10 19 -10 5 
Gas 1 1 1 -1 16 -1 16 5 
Gas 1 1 2 15 14 15 14 5 
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PFC 1 1 2 -6 -5 19 1 5 
PFC 1 1 3 16 1 19 -1 5 
PFC 2 1 1 -17 15 -28 -1.5 5 
PFC 2 1 2 -21 6.5 -27 3.5 5 
PFC 2 1 3 -3 -12 -1 -4 5 
PFC 3 1 1 -12 -21 1 -11.5 5 
PFC 3 1 2 14 24.5 18 -20 5 
PFC 3 1 3 25 8.5 25 -9 5 

         
Table 4: The raw data of the A. salina’s beginning and ending location after 5 seconds collected 
and interpreted to find the average speed of the A. salina. 
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Gas 1 1 3 -24 -13 -24 -13 5 
Gas 2 1 1 -17 7 -12 7 5 
Gas 2 1 2 -18 -7 -18 -7 5 
Gas 2 1 3 -15 -6 -15 -6 5 
Gas 3 1 1 -12 13.5 -12 13 5 
Gas 3 1 2 -12.5 -1 -13 -0.5 5 
Gas 3 1 3 13 -12 12.5 -12 5 
PFC 1 0 1 -10 13.5 -10 14 5 
PFC 1 0 2 1 -1 -0.5 -10 5 
PFC 1 0 3 6 -24 -27 -5 5 
PFC 2 0 1 -5.5 15 27 -3 5 
PFC 2 0 2 -4 -22 16 -19 5 
PFC 2 0 3 19 9.5 11 -9.5 5 
PFC 3 0 1 -28 7 -2 -23 5 
PFC 3 0 2 7.5 -7.5 -24 3 5 
PFC 1 0.25 1 -16 11 -15.5 11 5 
PFC 1 0.25 2 -5 -19 -5 -19 5 
PFC 1 0.25 3 10 14 11 15 5 
PFC 2 0.25 1 -8 17 15 9 5 
PFC 2 0.25 2 21 11 4 23.5 5 
PFC 2 0.25 3 11 -10 -1 -20.5 5 
PFC 3 0.25 1 -11 -17.5 -12 -16 5 
PFC 3 0.25 2 2 18 2 24 5 
PFC 3 0.25 3 13 8 6 22 5 
PFC 1 0.5 1 -25 9 15 -16 5 
PFC 1 0.5 2 -22 -18 -13 -27 5 
PFC 1 0.5 3 -17 -21 -3 -28 5 
PFC 2 0.5 1 -20 -16 -6 -27.5 5 
PFC 2 0.5 2 9.5 -17 9 -17 5 
PFC 2 0.5 3 18 17 23 10.5 5 
PFC 3 0.5 1 -11.5 16 -10 12.5 5 
PFC 3 0.5 2 -24 10 -4.5 0 5 
PFC 3 0.5 3 -25 3 -25 4 5 
PFC 1 0.75 1 -20 -1 16 -13 5 
PFC 1 0.75 2 12 -9.5 17.5 -16 5 
PFC 1 0.75 3 24 17.5 22 -11 5 
PFC 2 0.75 1 -8 27 -23 -11 5 
PFC 2 0.75 2 -2 -7 0.5 -7.5 5 
PFC 2 0.75 3 5 -4 -1 -7 5 
PFC 3 0.75 1 -15 7 -14.5 4.5 5 
PFC 3 0.75 2 7.5 -8.5 7.5 -8.5 5 
PFC 3 0.75 3 25 -9 -3.5 -17 5 
PFC 1 1 1 -27 3 -27 4.5 5 

17
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講　評

　2016 年 5 月、嘉手納空軍基地内の飛行機事故で使用された発癌性の有機フッ素化合物を含む消火剤が基地

外に流出し、周辺の複数の水路等から環境省の指針値を超える有機フッ素化合物のピーフォス（PFOS）等が検

出された。Willow Lewis さんは、 この有害フッ素の報道に触れ、化学物質の毒性評価に関する簡易的で且つ

低廉な計測を試みている。先ずは、社会的な問題を自分事として捉えていることに感心させられます。

　具体的には、化学物質の毒性評価を動物プランクトンの一種「アルテミア・サリーナ」（成虫は体長約

10mm）を用いて検討している。実験に用いるアルテミアを、卵から成虫になるまでの約 6週間、水槽の塩分濃

度や水温等を管理しながら丁寧に飼育している。毒性物質として、入手が困難なピーフォス等に替えて、市販

のガソリン及びスコッチガード（フッ素系樹脂、アセトン、エタノール等を含む）を用い、濃度が 0 ～ 0.21%

の 5 種類の水溶液について実験を行っている。

　携帯電話で撮影したアルテミアの 10 枚の画像（2コマ /秒、5秒間）から、アルテミアの移動速度（＝活動

度・健康度）を計算し、90 匹の成虫の実験データを統計処理し定量的な毒性の評価を試みている。ガソリン

及びスコッチガードの水溶液濃度とアルテミアの移動速度との相関関係は余り良くないが、実験結果を様々な

視点から考察し、問題点を明らかにしている。今後とも研究を継続し、他の適当な化学物質を用いて、より低

濃度における実験やアルテミアの動きの特性も詳細に観察することを勧めます。

　なお、作品名の「Just Keep Swimming」( 泳ぎ続けてアルテミア )には、生物検定に用いたアルテミアを殺

生しないで毒性試験を行いたいとの、彼女の思い遣りが感じられます。

In May 2016, the fire extinguishing agent containing a carcinogenic substance called organic 

fluoride compound that was used for an aircraft accident within Kadena Air Base leaked off base. 

As a result, an amount exceeding the guideline value set by the Ministry of Environment of PFOS, 

etc., which is a carcinogenic organic fluoride compound, was measured in several water conduits in 

the surrounding area. Ms. Willow Lewis found out about this incident from media reports, and has 

attempted a simple and inexpensive measurement in relation to the toxicity evaluation of the said 

chemical substance. First of all, it is admirable that Ms. Lewis thought of a social problem as an 

issue that affects herself.

　Specifically, Ms. Lewis used a type of zooplankton called the “Artemia Salina” (imago length is 

about 10mm) in order to examine for the toxicity evaluation of the said chemical substance. Ms. 

Lewis carefully reared the Artemia that she had planned to use for the experiment for 6 weeks from 

ovum to imago by managing the salinity concentration and water temperature of the water tank. For 

toxic substance, Ms. Lewis used commercially available gasoline and Scotchgard (including fluorine-

based resin, acetone, and ethanol) as an alternative substance of PFOS, which is difficult to 

obtain, in order to experiment with 5 types of water solution with different density from 0-0.21%. 

　Using 10 images of Artemia (2 images/sec, for 5 seconds) taken by a cell phone, she calculated 

the moving velocity (=activity level/health level) of the Artemia, and tested the quantitative 

toxicity evaluation by statistical processing of the experimental data from 90 Artemia imagoes. 

The correlation of the gasoline and Scotchgard water solution density and the moving velocity of 

the Artemia did not look so good, but Ms. Lewis has considered the experiment results in all the 

aspects and figured out the point at issue. I highly recommend that Ms. Lewis continues with her 

experiments by using other appropriate chemical substance, conduct experiment with lower density, 

and observe in detail the characteristics of the movement of Artemia.Furthermore, from the title 

of her work, I can sense Ms. Lewis’ thoughtfulness of wanting to conduct a toxicity experiment 

without killing the Artemia used in her bioassay.
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佳作 
物理 

北中城村立北中城小学校 

後藤 こだまこ 

ふうせんがおちないヒミツ？ 

１. 目的  
台所近くにあった上向きの扇風機（サーキュレータ）の上で風船が落ちずに浮いていたところ

を偶然に見たことがきっかけ。なぜ、安定して落ちずに静止しているのか不思議に思い、その理

由を見つけるのが目的。 
２. 方法  

風船の大きさや扇風機の風の力の影響があると考え、風船大きさを直径 30㎝、20㎝、10㎝ 3
種類用意、扇風機の力を強・中・弱の 3種類で実験することにした。測定用の定規は自分で㎝ご
とに目盛りを入れて作成。 
それぞれの組み合わせで風船の静止位置を測定した。 
風船の重さは実験前に量り、同じ重さであることを確認している。 

３. 結果  
予測通り、風船大きさが大きくなると同じ風圧では高止まりする。扇風機の風の力を弱めれば

風船の大きさに関係なく低い位置で止まる。扇風機の風力が「弱」で風船の大きさが「小」の場

合は浮かなかった。 
風船の重さ（下向き）の力と、下から押し上げる扇風機の風力がつりあったところ（高さ）で

止まることがわかった。そのとき、扇風機からの風力が当たる風船の大きさ（表面積）に関係し

ていることもわかった。 
４. 考察  

風船の大きさ（3 種類）と扇風機の風の力（3 種類）の組み合わせによる実験結果を「表」と
「グラフ」にまとめたら、それまで気づかなかったことがあった。 
それは下から受ける風の力を同じにしたとき、風船の大きさが半分にしたら、高さが半分以下

になっていたことだった。 
棒グラフを折れ線グラフにしてみたら、直線でなく折れていた。その理由は扇風機の風が当た

る風船が「四角」でなく「球」になっているからかもしれない、と考えている。 
次は四角の紙風船を作って実験してみたいし、「球」の表面積の出し方を勉強したいとしている。 
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佳作 
物理 

那覇市立天久小学校 

美差 青空            美差 和空 

虹をつくる条件について 
１.目的  

(1)水滴の大きさと虹の見え方との関係を調べる。 
(2)虹の形を人が入るくらいの半円にする。 
(3)高い場所や低い場所にできる虹は何に関係しているか調べる。 

２.方法  
【実験１】水滴の大きさを変えて、虹の見え方を比較する。 
【実験２-①】穴の開いたホースで水滴がある範囲を半円にして、半円の虹の形を作る。 
【実験２-②】虹の形を半円にするために、水滴のある範囲を広くする。 
【実験３】虹のできる高さと太陽の高さ（高度）との関係を調べる。 
３.結果  
【実験１】水滴の大きさが小さい方が虹はできやすい。 
【実験２-①】思い通りに水滴がある範囲を半円にすることができなかった。 
【実験２-②】水滴のある範囲を広くすると半円の虹ができた。1人より、2人で違う方向から水を

出した方がより半円の虹ができやすい。 
【実験３】測定開始の午前 9時から虹ができる高さはだんだん低くなり、正午から午後１時には最

低の高さになった。しかし、その後は虹のできる高さはだんだん高くなった。虹のでき

る理想の高さは、午後４時から 5時半あたりの太陽の高さが良い。  
４.考察  
【実験１】の結果から、水滴の大きさが大きいと虹ができにくく、小さいと虹ができやすい。また、

水滴が小さいと水滴の数も多くなっていた。これらのことから、水滴が小さい方が水   
滴の数が多くなり、太陽の反射する光の数（量）が増えるので虹ができやすいと考える。 

【実験２-①】ホースの穴から少ししか水が出なかった事や、水の勢いが強すぎて水滴がある範囲 
半円にできなかったことが原因と考えられる。 

【実験２-②】水滴の範囲が広い方が半円の虹ができる。その理由として、水滴のある空間が広がっ
て太陽の光に反射する面積も増えたから虹も大きくなったと考えられる。 

【実験３】太陽の高さと水滴が反射する角度は４２度であり、太陽からでた光は、水滴に反射（虹）

した後、見える場所（私）が時間帯によって変わる。そのため、太陽の高度が高い場合

は水滴に反射した光が私たちの目に届かないと考える。このことから、太陽の高度が２

０度台から３０度台の時刻の時が、私たちに虹が見やすい太陽の角度だと考えられる。 
これらの実験から、人が入るくらいの半円の虹をつくるには、水滴の大きさや水滴の広が

っている範囲、太陽の高度の条件が一致しないといけないと考える。 
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佳作 
化学 

南風原町立北丘小学校 

浦添 永愛 

たまごについて Part2 （らんかくまくの強さを調べる） 

 
１. 目的   

料理を作るとき、割った卵の中から楕円形のうっすら顔の様な模様があるもう１つの固い卵

が出てきたことがきっかけです。 
    Part１で、卵殻膜が２枚あり、卵の中身を守っていることが分かったので、Part２では、うず
ら、白い卵、茶色の卵を使い、卵殻膜の強さについて調べた。 

２. 方法  
・うずらの卵（割って音がするものとしないもの、表面の模様のはっきりしているものとして

いないものに分け、「酢」につける。 
・白い卵と茶色の卵を「酢」につける。 
・「酢」につける前後の卵の大きさを比べたり、触ったりして細かく観察する。 

３. 結果  
・予想では、酸の強い「酢」に数日つけ込むと、卵殻膜も破けて中身が出てくると思ったが, 
ボールの様に膨らむだけで、ちゃんと中身を守っていた。 
・うずらの卵は、殻は溶けたが卵殻膜とうずらの模様だけは溶けずに残った。音がする卵は「酢」

につけると卵は卵殻膜だけになったのに、中身は全く出てこなかったので、殻よりやわらか

い卵殻膜の方が最後まで卵の中身を守り、強いことが分かった。 
４. 考察  

・「酸」につけ込んで調べる日数を増やすとどうなるのか知りたい。 
・どうして卵が膨らむのに割れないのか。 
・いろいろな方法を考え、卵殻膜の強さを調べていきたい。 
・どうしてだろう？と思うことをいろいろとやってみたい。
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佳作 
化学 

沖縄カトリック小学校 

前田 晃汰 

身近な植物で十円玉はピカピカになるのか？ 

 
１. 目的   
庭や街路樹などにある身近な植物 30種類で、十円玉がピカピカになるのかを調べる。 
 

２. 方法   
植物の葉 3ｇで、ボロボロになるまで十円玉をこすり続け、ピカピカになるかどうかを調べる。 
 

３. 結果   
カタバミ、キダチコミカンソウ、ムラサキヒゲシバ、ハイニシキソウ、サルスベリ、クロトン

の 6 種が十円玉をとてもよくピカピカにし、その中でもカタバミが一番十円玉をピカピカにし
た。また、オニタビラコ、ニチニチソウ、ハイビスカス、ヤブガラシ、アダン、ゲットウ、フウ

センカズラの 6種はなかなか十円玉をピカピカにせず、その中でもフウセンカズラはほんの少し
しか十円玉をピカピカにしなかった。 
 

４. 考察   
キダチコミカンソウとハイニシキソウは同じトウダイグサ科なので、植物の中にはとてもよく

十円玉をピカピカにする科があることが分かった。この事からとてもよくピカピカにした植物と

同じ科の植物に絞って実験をすれば、ピカピカになる十円玉が増えると考えた。 
   また、一番十円玉をピカピカにしたカタバミは液がたくさん出ていた。この事から、葉の重さ
を 5ｇ、10ｇ、、、と増やせば葉の液の量も増えて、もっと十円玉をピカピカにできると考えた。
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佳作 
化学 

沖縄市立比屋根小学校 

玉城 奏音 

おむつの不思議 Part３ ～植物が育ちやすい環境を～ 
１. 目的  

これまでの実験で、おむつに入っている粉が水を吸う事や、熱で溶けてしまい水を吸う力が弱

まることがわかった。 
今回の研究では、砂漠のような暑くて乾燥した環境で、おむつの粉を活用し、植物がより育ちや

すい環境について理解を深めるため、『おむつの粉の吸水は何度でも繰り返し可能か』『おむつゼ

リーは何度で溶けてしまうのか』『おむつゼリーの混ぜ方による土の中温度・湿度の違い』など

の実験を行った。 
２. 方法  

実験１：室内でおむつゼリーの乾燥と給水を何度も繰り返し、給水後の重量を記録。水を吸う 

力が衰えていないか重量の推移を確認する。 
実験２－１： ホットプレートでおむつゼリーを熱し、何度で溶けるかを確認する。 
実験２－２：ビニールハウス内で温度上昇とおむつゼリーの変化を確認する。 
実験３：おむつゼリーの混ぜ方の異なる３種類の土で、土の中の温湿度の違いを確認する。 
実験４：プラスチック円柱で地中の土をくり抜き、土の中の温度上昇による影響を確認する。 
実験５：オムツゼリー配合の異なる３種類の土で植物を育て、ビニールハウス内の高温で乾燥

した少雨の環境でどのように育つか確認する。 
３. 結果  

実験１：７月２４日から８月２３日までの３１日間で１０回乾燥と給水を繰り返したが、水を

吸う力に衰えることはなく水を吸うことができた。 
実験２：ホットプレートでは、おむつゼリーは溶けることがなかった。ビニールハウス内では、

約４５℃からおむつゼリーが溶け始めることが分かった。 
実験３：表層温度は土のみの場合は高温になるが、おむつゼリーが含まれる場合は外気温と同

程度となる。土の中の温度は深さによる差はあまりなく、４５℃以下であった。湿度

については、全体的に土とおむつゼリーを混ぜたものが最も湿度が高い結果となっ

た。 
実験４：おむつゼリーは見当たらなかった。溶け出てしまっていた。 
実験５：土のみとおむつゼリーを混ぜた土では、明らかにおむつゼリーを混ぜた土で植物がよ

く育った。根が伸びるところにおむつゼリーがあるとよく育つ。 
４. 考察  

おむつゼリーは、乾燥後何度も衰えることなく水を吸うことができた。 
おむつゼリーの弱点である熱で溶けてしまう点については、４５℃以上で溶けてしまうことが

分かった。 
今回の実験での記録では、土の中の温度は４５℃以下であったため、おむつゼリーが溶けるこ

となく地中で留まってくれることを期待したが、実際に土をくり抜いて確認したら、溶け出てし

まっており、おむつゼリーを確認することができなかった。 
一方、植物を植えることで、植える前の土だけの温度より土の中の温度が低下していた。おむ

つゼリーの熱に弱い弱点を植物が補い、より育ちやすい環境に近づいているのではないかと感

じることができた。 
   おむつの粉を活用した砂漠の緑化を目指し、これからも研究を続けていきたい。 
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佳作 
化学 

南城市立大里南小学校 

金城 愛心 

のび～るかな！？スライム実験！！ 

 
１. 目的   

わたしは、スライムで遊ぶのが好きです。しかしこまっていることがあります。それは、お店

で買うスライムは、手にくっつくのが多いということです。そこでわたしは、手にくっつかない

スライムを作りたいと思いました。そして、作るからには良くのびるスライムにしたいと思いま

した。 
  「手にくっつかず、よくのび～るスライムを作りたい！！」と思いこの実験を考えました。 
２. 方法   

まず始めにスライムの作り方を調べました。そこで、「せんたくのり」と「ホウ砂」をまぜると、

なぜスライムのように固まるのかと疑問を持ちました。そのことについてインターネットで調べ

ると化学反応で固まることと「ホウ砂の量」でスライムのかたさが変わることを知りました。そ

こで、「ホウ砂の量」を「１ｇ、２ｇ、４ｇ、７ｇ、１０ｇ」と変えて、どの量の時に、手にくっ

つかず、よくのび～るスライムができるかを実験しました。 
３. 結果  
① ホウ砂１ｇ→手にくっつかないけど、あまりのびなかった。 
② ホウ砂２ｇ→手にくっつかない。ホウ砂１ｇよりはのびた。 
③ ホウ砂４ｇ→手にくっつかない。ホウ砂１ｇ２ｇよりは、よくのびた。 
④ ホウ砂７ｇ→手にくっつかない。ホウ砂１ｇ２ｇ４ｇよりは、のびた。 
⑤ ホウ砂１０ｇ→手にくっつかない。ねばりが強くてあまりのびなかった。 
①～⑤の実験結果をまとめると、どのホウ砂の量でも手にくっつきませんでした。スライムの伸び

具合としては、ホウ砂７ｇの時が一番よくのびました。また、予想と違い、ホウ砂が多くなるとス

ライムはねばり強くなりすぎてあまりのびませんでした。 
４. 考察   

わたしは、手にくっつかずよくのびるスライムを作ろうと思い、スライム実験をしました。実

験を通して、お店で買うより自分で作ったスライムの方が手にくっつかなくていいなと思いまし

た。ホウ砂が少なくても多くてもあまりのびないと分かったのでこれからスライムを作るときは、

ホウ砂７ｇにして作りたいです。 
また、この実験を終えて約２ヶ月後、久しぶりにスライムをさわると、なんと、あまりのびな

かったホウ砂１ｇのスライムが良くのびるようになり、逆にホウ砂７ｇのスライムがあまりの

びず、ちぎれやすくなっていました。なぜこうなったのかな？何がスライムを変えたのかな？と

新たな疑問がうまれました。来年４年生の夏休みには、新たな疑問を解決できるように継続して

研究を進め、日にちが経っても、よくのび～るスライムを作りたいなと思いました。
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佳作 
化学 

浦添市立港川小学校 

大澤 愛隣 

おいしい水を探して 

 
１. 目的  

北陸地方出身の父親の「沖縄で食べるお米はパサパサしていて、かたくておいしくない。」とい

う感想をきっかけに、その原因はお米ではなく、水ではないかと考え、おいしいご飯を炊くため   

にはおいしいお水を探さなければならないと思い、水について研究することにした。 
２. 方法   
「おいしい水」の条件を 
・軟水である。  ・残留塩素がほとんど無い。   
・中性（ｐｈ７）とし、ペットボトルのミネラルウォーターを含んだ１０種類の水に対し、 
実験①硬水軟水判定薬を使用して硬度を調べた。 
実験②カルキ判定薬を使用して残留塩素を調べた。 
実験③ｐｈ測定薬を使用して性質を調べた。 

３. 結果   
１０種類の水のうち、３つのおいしい水の条件を満たした水は水道水を軟水にした水だけだった。

（  ）内は条件を満たした実験の番号 
１，水道水／軟水（①②③）２，水道水／浄水（②③）３，水道水（無し） 
４，水屋（①②）     ５，久米島（①②）   ６，わき水（②） 
７，宮崎県（②）      ８，山形県（②③）   ９，山梨県（②③） 
１０，フランス（②） 

４. 考察  
・おいしい水の条件に合ったのは、水道水を浄軟水器で軟水にしたものだった。飲んでみると、

まろやかでくせがなく、おいしく感じた。    
・ｐｈ５で酸性だった久米島の水もおいしく感じた。 
・水道水は残留塩素があったので、しぶい味がして、おいしくなかった。 
・ペットボトルのミネラルウォーターはそれぞれ多少の味の差はあったが、飲めないほどおいし

くないものはなかった。 
・今後は硬水を軟水にするイオン交換樹脂が何でできているのかを知りたい。また、蒸発残留物

や過マンガン酸カリウム消費量や臭気度が水のおいしさとどのように関係しているのかも調

べてみたい。 
次の研究では、今回調べた１０種類の水で炊いたお米のおいしさについて調べてみたいと思う。
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佳作 
生物 

宮古島市立東小学校 

佐藤 茉果夏 

わたしがいちねんかんでたべたくだもののずかん 
１. 目的  
果物が大好きで毎日たくさん食べています。 
果物の中には、種が何個あるのか。 
１年間で食べた果物の種は全部で何個あるのか。 
果物の種の大きさ、１個の果物の中に種は何個あるのか。 
果物の重さと大きさを調べました。 

２. 方法  
① 果物の大きさをノギスと紙に果物を置いて鉛筆でなぞって調べる。 
重さは、はかりを使って調べる。 

② 果物の種を集める。 
小さい種はピンセット、毛抜き、爪楊枝で採る。 
とった種は洗って乾かして数を数える。 
果物の味や色を観察した『果物の図鑑』と、集めた種で『種の図鑑』、紙に果物の大きさを

写した『大きさの図鑑』を作る。 
３. 結果  
１年間で食べた果物の種の数は『６７２７４個』でした。 
（※果物の図鑑の種を足した数は全部で『２１３９個。』） 
１年間で食べた果物の種類は『６３種類』で、食べた果物の数は『１０７４個』でした。 
１番小さな種はブルーベリーで、１番大きな種はココナッツでした。 
１番小さくて軽い果物はブルーベリーで、１番大きくて重い果物はスイカでした。 
種が多い果物は、１位ドラゴンフルーツ『６０４３個』、２位いちじく『１５６３個』、３位キウ

イ『１０３５個』、４位パパイヤ『６８４個』でした。 
４. 考察  

果物には種がある物と無い物がありました。 
同じバラ科でも、もも、さくらんぼ、プラム、すももの種は１個でしたが、 
イチゴには、いっぱい種があって種類によって種の数は違った。 
同じ品種のミカン科の果物でも、種が多い物と少ない物、味も違っていた。 
種類、品種によっても種の数、重さ、大きさ、味は全て違い、種の形、大きさ、数が違うのが面

白かった。 
果物は上の方より下の方が甘みが強い物が多かった。 
果物は木になる物を言うので、アボカドは果物に分類され、木にならないイチゴ、メロン、スイ

カは野菜の仲間になりますが、特別に果物の仲間となっている。 
一年中食べられる果物と、食べられる時期（旬）が決まっている果物がある事が分かった。 
爪楊枝で１個ずつ、小さな種をとるのが楽しかったです。 
来年は食べた果物の種を植えたら芽が出て育つのか、葉っぱはどんな形なのか調べたいです。
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佳作 
生物 

竹富町立上原小学校 

梶田 礼央 

やせいのマメのめばえのかんさつとひょうほんづくり 

 
１. 目的  

これまで図鑑等の調べ学習では知ることができなかった、８種のマメ科植物の芽生えの形態を、

自ら収集したマメの発芽実験・観察によって明らかにする。さらに、今回得られた芽生えの形態

については、新しい発見・報告になる可能性もあるので、証拠資料としての押し葉標本を作製す

ることとした。 
２. 方法  

これまでに西表島と与那国島の各地で採集・保管してきた複数種のマメ（主に漂着種子）を播種

し、吸水、発根、双葉と本葉の展開の様子について、写真とともに記録を残した。吸水から発根

までは室内に置いたシャーレで、その後は屋外の土の入ったポットで栽培した。発芽後は少なく

とも２番目の本葉が展開するまで栽培し、その後に芽生え全体を押し葉標本にした。 
３. 結果  

ナガミハマナタマメ、デイゴ、モダマ（ヒメモダマ）、ハスノミカズラ、シロツブ、タイワンモ

ダマ、カショウクズマメ、ハマアズキを発芽させ、芽生えを観察することができた。硬いマメは、

種皮を少し削らないと芽が出ないことや、デイゴとナガミハマナタマメの双葉は土の上で開くが、

その他の種では土の中から出ないことなどが分かった。また、発根直後より屋外で育てたハマア

ズキに対して、発芽後も室内のシャーレ内で維持していたハマアズキの芽生えは、かなり細長く

なってしまうことも分かった。発根までの時間は、とくにハマアズキが早く（1日）、モダマ・タ
イワンモダマが遅かった（２種間程度）。デイゴ、ハマアズキ、ナガミハマナタマメでは、最初の

1対の本葉の形と２番目以降に出る本葉の形が違うことも明らかにできた。 
４. 考察  

今回観察することのできた８種のマメ科植物の芽生えの葉の形は、図鑑にも載っていなかった

ので、本研究が新報告となるかも知れない。また、今回初めて、その芽生えの標本を得ることも

できた。今後の課題としては、最初の 1対の本葉と、２番目以降の葉や成熟個体の葉（図鑑に掲
載される葉）の形が異なることがあるのはどうしてなのかを明らかにしたい。発芽観察の中では、

ハマアズキはすぐに発芽したので驚いたし、モダヤやタイワンモダマはなかなか発芽が見られず

に心配した（夏休みが終わっても研究を続けることになった）。そんな中、ハマアズキは実験に使

ったマメの中で一番小さく、一方のモダマ類は一番大きな種子であったことに気がついた。もし

かすると、マメの大きさ・重さと根が出る早さ・発芽の早さの間には、何か関係があるのかも知

れない。このことについても、今後詳しく調べてみたいと考えている。
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佳作 
生物 

与那原町立与那原小学校 

崎浜 桜 

チョウのかんさつきろく 
１. 目的  

一年前は、オオゴマダラを観察し蛹化の動きに衝撃をうけたことがきっかけで今回のテーマを

始めることになった。シロオビアゲハ、ナガサキアゲハ、ツマグロヒョウモン、タテハモドキを

観察する。たくさん育て、蛹化、羽化を観察しチョウの種類での違いを調べる。母蝶からの採卵

に挑戦する。 
２. 方法  
① 散歩しながら、葉、チョウ、鳥をよく見る。 
② 葉に幼虫がいるかたしかめる。 
③ 採取セットを準備する。 
④ 枝から切る。（幼虫がついている時に取る。） 
⑤ 葉を枯らさないように、水をかけて虫かごの掃除をする。 
⑥ できるかぎり、幼虫を観察して、幼虫の大きさと色を記録する。 
⑦ 前蛹（動き回ること、糸を出すこと。）を観察する。 
⑧ 蛹化は少しの時間でおこるのでビデオカメラをセットする。 
⑨ 蛹から羽化するまでを観察する。羽化が近くなったら、ビデオカメラをセットする。 

３. 結果  
【4種の蝶の結果】 

4種の蝶の観察期間、卵→ふ化、ふ化→終齢幼虫、終齢幼虫→蛹化、蛹の期間や蛹化、羽化の
時間、終齢幼虫の大きさ（長さ）、便の直径などを調べレポートの「まとめ」の表 3に記した。 

【ナガサキアゲハの観察結果】 
母蝶から採卵（40個）をし、22匹の成虫にするまでを観察した。そのことから、上記の結果
以外にも下記の結果がえられた。 

・蛹の向きは横より縦が多かった。・蛹の色は緑色が茶色より多かった。 
・蛹の場所（材質）は、金属・プラスチックが半数以上をしめた。 
・蝶の性別はメスがオスより多く、オスがメスより先に羽化した。 

４. 考察  
【4種の蝶からの考察】 
・蛹の期間は、幼虫と成虫の大きさに比例しているのではないかと考えた。 
・蛹化の時間の違いは、蛹の形態に関係しているのではないかと考えた。ツマグロヒョウモン、

タテハモドキは垂蛹のためぶらさがったあと振りが大きいため蛹化の時間が短くなり、シロ

オビアゲハ、ナガサキアゲハは帯蛹のため帯糸が体にかかり振りが小さく蛹化の時間が少し

長くなると考えた。 
【ナガサキアゲハからの考察】 
木材の棒もたくさん置いていたが、金属・プラスチックについたことから、より丈夫なものを好

むことがわかった。また、同じ布に蛹化したにもかかわらず、色が違ったことについて本で調べ

ると、触った感触とにおいが要因らしいことがわかった。オスがメスより先に羽化する現象を本

で調べると、プロタンドリー現象ということがわかった。これは、オスにすれば、メスと同時に

羽化したのでは遅く、先に羽化して毎日メスと出会えるように探し回るためだそうです。また、

調べてみたいことができたので、挑戦したい。
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佳作 
生物 

沖縄カトリック小学校 

仲嶺 真忠 

羽化を見るぞ！！ 

ツマグロヒョウモンチョウよびよせ大作せん＆かんさつ日記 
 
１. 目的  

昨年の自由研究でツマグロヒョウモンチョウ（以下ツマグロとする）の幼虫から成虫までを観

察したが、羽化の瞬間を見ることが出来なかった。ぼくはどうしても羽化の瞬間を見たかった。

そこで今年はツマグロの食草であるビオラを種から栽培し、ツマグロを呼び寄せ、卵を産み付け

てもらい、幼虫を育てて羽化の瞬間を観察したいと思い研究に取り組んだ。 
２. 方法  

家のベランダで食草を種から栽培し、ツマグロを呼び寄せ、飛んで来たら産卵の様子を観察し、

卵を産んだら卵を毎日観察する。幼虫がふ化したら、食草を与えて大きくなる様子を観察しなが

ら育てる。幼虫が蛹になる様子・蛹が変化する様子を観察し、蛹の変化からツマグロの性別と羽

化日を予想し、羽化の瞬間を見逃さないように観察する。 
３. 結果  

食草を種から栽培したところ、ツマグロの呼び寄せに成功した。ツマグロはビオラに産卵し（計

3回飛んで来て 3回産卵した）その中から 2つの卵を観察できた。卵の期間は 4日間だった。全
部で 10 匹の幼虫を観察した。幼虫は沢山の食草を食べ、脱皮しながら成長した。幼虫の期間は
20～30 日だった。9 匹の幼虫が前蛹になった。そのうち 8 匹は夕方前蛹になり翌朝蛹になって
いた。前蛹から蛹になる時も脱皮した。蛹の期間は 7～8 日だった。羽化する前に蛹から羽の模
様が透けて見え、性別を知ることができた。羽化の直前には蛹の突起物の金属色がなくなってい

た。今年ぼくの家のベランダから 7頭のツマグロが羽化に成功した。羽化した時刻は午前 6時よ
り前が多く、その他も午前中だった。早起きし観察を続けると1度だが羽化の瞬間を観察できた。
羽化に要した時間は 1～2分だった。 

４. 考察  
食草を植えるとツマグロを呼び寄せることができるが、幼虫を育てるには大量の食草が必要

なので、次は秋に種まきをして丈夫な苗を育てたい。 
羽化の時刻は朝早く、羽化自体も短時間のため、見逃してしまうこともあり悔しい思いもした

が、諦めず早起きを続け朝食を工夫した事は羽化の観察成功につながった。羽化の瞬間はすばら

しく、命を感じ感動した。 
羽化の時刻・前蛹になる時間帯・蛹になる時間帯は薄暗い時間が多く、これは外敵から身を守

るためだと考えている。 
卵の期間は 4日間で参考資料より 3日も短く、蛹の期間も 7～8日と 1日短かった。これは参

考資料が 37年前に書かれた本だったので、地球温暖化による気温の上昇が関係していると考え、
気温のデータを調べたところ、確かにこの 37年間で 2℃程気温が上昇していた。これが期間短
縮に関係していると考える。きっと気温の上昇によりツマグロの成長が早まったのだ。 
今回の研究はベランダでの放し飼いであり、幼虫は脱皮しながら成長するため個体の特定が難

しかったが、自然の厳しさや命の大切さを感じることができ良かった点もあった。今後は一匹の

幼虫の成長をじっくり観察できる方法を考えたい。さらに気温の上昇によりツマグロの成長が

早くなっていることが分かったのでその継続研究と、寒い時期のツマグロの様子についてもこ

れからの研究につなげたい。

－ 293 －



 
 

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の研究パートⅢ 

～チョウ類の種類・数の割合・分布・比較～ 
 
１.目的  

私は沖縄市総合運動公園に生息する蝶に関心を持ち、公園の蝶の保護のためにも、蝶の種類や

数の割合・分布を調べている。今回は、3 年前と昨年に調べた結果と比較して、どのように変化
しているかを調査することにした。 
また、3 年前と昨年と比較するために、課題や調査方法はできるだけ同じになるようにした。

また、昨年は成虫の食草について調べたが、それらの成虫の食草に、どのような蝶が来るのか興

味を 持ち調べることにした。 
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、3 年前と昨年に沖縄市総合運動公園で調べた
結果と比較する。 

３.結果  
異なる 5日間で見られた蝶の種類は 15種類で、3年前・昨年の 10種類と比べ 5種類も増え 

いた。また、見られた蝶の数は今年が 451匹（5日間）で昨年の 438匹（5日間）、と比べわず 
に数が増えていた。 
確認できた蝶の種類はシジミチョウ、ツマグロヒョウモン、アオタテハモドキの順に多く、調

査日ごとの数もシジミチョウを中心に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
付近で多く見られ、3年前・昨年の結果とほとんど変わらなかった。 
昨年の上位 3種シジミチョウ、ツマグロヒョウモン、シロオビアゲハの成虫の食草がアメリカ

ハマグルマ、シロツメクサなどであったため、今年は成虫の食草であるアメリカハマグルマ、ホ

ウオウボク、シロツメクサ、ヒガンバナにどのような蝶の成虫が来るかを調べた結果、シジミチ

ョウ、ツマグロヒョウモン、アオタテハモドキ、シロオビアゲハ、キチョウなどが確認でき、花

の蜜を吸っていた。 
今年の上位 3 種の幼虫の食草カタバミ、オオバコ、スミレの分布は、3 年前・昨年と比べ、分
布状況はほとんど変わっていないが、公園管理の方々が食草の保護に協力して頂いたおかげで、

全体で幼虫の食草の数が増えていた。 
４.考察  

今年、見られた蝶の種類は 15種類で、3年前・昨年の 10種類と比較すると 5種類も増えてお
り、また確認できた蝶の数も最も多かった。それは、昨年の研究結果を公園管理の担当者へ報告

し、食草の保護（草刈り場所の選定）に協力して頂いたおかげで、成虫・幼虫の食草が増え、蝶

全体の数・種類が増加したと思う。 
沖縄市総合運動公園ではアリーナ建設工事で森が減少しているが、ジョギングコース付近の

蝶の成虫・幼虫の食草を保護することでも、蝶の数・種類の増加に繋げることができた。
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佳作 
生物 

糸満市立糸満南小学校 

上原 諒 

健康に役立つ植物の研究Ⅱ  

～ お茶のビタミンＣでめんえき力 UP！～ 
１. 目的  

昨年の研究で、身近にある植物の 114 種のうち、39 種が薬草だとわかった。今年はコロナウ
イルスが流行しており、免疫力を高める作用のあるビタミンＣは感染予防になると考えられる。

そこで沖縄でよく飲まれているお茶にビタミンＣがどのくらい含まれているのか調べることに

した。また、薬草の中でも要注意外来生物のセンダングサの駆除を進めるためにお茶としての利

用価値を考えた。 
２. 方法  

実験１：塩素を取り除いた水道水 100ml にヨード入りうがい薬 20 滴を垂らしヨウ素液を作 

る。透明コップにヨウ素液 10mlを入れ、スポイトでお茶を１滴ずつ垂らし何滴で透
明になるか調べた。市販のお茶８種は湯 100ml に対し茶葉２ｇで淹れる。比較のた
めレモン汁も用意した。 

実験２：自分で採取し乾燥させたセンダングサを花・葉・茎・葉の水出し・粉末に分けて、実

験１と同じ方法でビタミンＣの量を調べた。 
実験３：ビタミンＣは茶葉として長く保存できるのか、昨年採取して保存しておいた薬草 14

種を使って、実験１と同じ方法でビタミンＣの量を調べた。 
３. 結果  

実験１：さんぴん茶・緑茶（3滴）、紅茶（4滴）、グァバ茶（5滴）、月桃茶・センダングサ茶
（10 滴）、レモン汁（12 滴）でヨウ素液が透明になった。このうちさんぴん茶・緑
茶・紅茶・グァバ茶は透明になった後ピンク色に変化した。麦茶は紫色に変化した。

ゴーヤー茶はほとんど変化が見られなかった。 
実験２：センダングサは、粉末を熱湯に溶かした上澄み 7 滴、葉（熱湯・水出し 10 滴）、花

（20滴）、茎（50滴）でヨウ素液は透明または薄くなった。 
実験３：昨年から保存していた薬草 14種のうち、センダンの木の樹皮と葉・アメリカフロウ

（5滴）、ブッソウゲの蕾・チョウマメの花（7滴）はヨウ素液が透明またはピンクに
変化した。 

４. 考察  
実験１から、ビタミンＣはレモン汁よりさんぴん茶・緑茶・紅茶・グァバ茶が多く、月桃茶・

センダングサ茶は少し多いか同程度、ゴーヤー茶にはあまり含まれていないと考えられた。麦茶

が紫色になったのはでんぷんが含まれているからだと考えられる。実験２から、センダングサの

ビタミンＣの量は新しくても古くても変わらず、一番多く含まれているのは葉で粉にすると少

し多くとれるとわかった。実験３から、センダン（木）・アメリカフロウ・ブッソウゲ・チョウ

マメは、採取して１年以上たってもビタミンＣが残ることがわかった。以上から、免疫力を高め

るためにレモンより多くビタミンＣをとるには、市販のさんぴん茶・緑茶・紅茶・グァバ茶、野

草から採取してお茶にするにはアメリカフロウ・センダン（木）・ブッソウゲ・チョウマメが良

いと考えられた。乾燥させれば長持ちし、お茶として手軽にビタミンＣをとることができる。セ

ンダングサは予想よりビタミンＣは多くなかったが、レモン汁と同じくらい含まれていると考

えられ、特に葉を乾燥させて粉末にしたほうがよりビタミンＣが水に溶けだしやすいとわかっ

たので、粉末商品化して利用すれば駆除が進むのではないかと思う。 
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佳作 
地学 

那覇市立城東小学校 

寄川 紗依子 

星を探した夏休み 2 

 
１. 目的   

きれいな星が好きで、きょ年の夏休みに毎日同じ時間にどんな星が見えるかを調べました。い

ろいろな星が見えましたが、なぜ星が見えて、動いているのかが知りたくて、３０分ごとの星の

動きを調べることにしました。 
２. 方法   

１日の星の動きを調べるために、３０分ごとに東、西、南の星を観察しました。手で、星の高

さ（角度）をはかり、星のアプリで名前や星座を調べました。かんさつした内ようをよく知るた

めに、図かんをさんこうにし、星が１日で動くようすと星が１年で動くようすをぬいぐるみやラ

イト、ペープサートでさいげんしました。 
３.結果  

○時間ごとに星は少しずつ動いていることがわかりました。方角によって見える星がちがう

こともわかりました。 
○明るい星ははっきりと、たくさん見えました。 
○土星や木星など、有名な星も見ることができました。 
○明るいところよりも暗いところで星を見た方が、目がなれてきて見やすくなることがわか

りました。 
○星が太陽のまわりを動いていることがわかりました。 
○星座は８８こもあることがわかりました。 

４.考察  
○じっけんをしてみて、動いているのは星ではなく、地球だということがわかりました。 
○きせつごとに見える星はちがうこともわかりました。 
○雨があがった那覇市は、たくさんの星が見えることがわかりました。 
○東、西、南に見える星には、みんな名前があることがわかりました。 
○空には、たくさんの星があるので、肉がんだけでは、どの星か見分けがつかないことがわか

りました。
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佳作 
地学 

那覇市立曙小学校 

玉井 大喜 

竜巻のふしぎ～台風・スーパーセルでできる竜巻について～ 

～6年間のまとめ～ 
 
１. 目的  

台風とスーパーセルについて調べ、その仕組みを知り、その近くではどのように竜巻ができる

のかを理解する。 
また、台風やスーパーセルの近くでできる竜巻を再現し、前線以外での竜巻もほとんどが反時

計回りになるのか調べることを目的とする。 
そして、小学校６年間の台風や竜巻についての自由研究をまとめ、その成果を振り返る。 

２. 方法   
台風やスーパーセルについてインターネットや文献を調べ、その近くでの台風のでき方につい

て理解する。 
   ２年生の時に製作した竜巻実験装置を利用し、その底面を開き、上空のサイクロンを想定した

メソサイクロン実験装置を製作し、底面の穴の大きさを調整して、メソサイクロン実験装置の中

に空気の渦ができた時の開けた底面の下の空気の流れを観察する。 
３. 結果   

今年の実験ではメソサイクロンを再現することができなかった。 
  メソサイクロンが再現できなかったため、その下の空気の流れを観察することができなかった。 
  今年の実験では台風やスーパーセルでできる竜巻のもとになる空気の流れを見つけることはで

きなかった。 
   今年の実験では台風やスーパーセルでできる竜巻を再現することはできなかった。 
台風やスーパーセルにできる竜巻は反時計回りが多いのか確かめることができなかった。 

４. 考察   
文献より、台風のレインバンド内にメソサイクロンが形成されると、レインバンド内の積乱雲

がスーパーセル化する。そのスーパーセルのメソサイクロンの中では、ガストフロントと呼ばれ

る寒冷前線に似た気流ができる。ガストフロントの先端の前線面は大きな風速差や気流の乱れが

生じるウインドシアとなり、竜巻のもとになる渦ができることがわかった。 
  今年の実験ではメソサイクロンを再現できなかった。これは、メソサイクロンを再現するために

作った実験装置では、底面の穴から入る空気により、装置内に渦を作るための側面の吸気口から

吸気ができなかったことが原因と考えられる。 
   メソサイクロン実験装置は、排気装置、側面吸気口、底面の穴の大きさそれらを調整してもっ

ともよいバランスの形を探す必要があると考えられる。 
   竜巻は前線、台風、スーパーセルのどれでも、周りの気流がぶつかってできた気象現象だろう

と考える。 
   気流のぶつかりを再現するときは、広範囲の気流を再現しなければならず、広範囲になるほど

地球の自転の影響がでるので、自然界の竜巻は反時計回りになるのではないかと考える。

－ 297 －



 
 

佳作 
地学 

国立大学法人琉球大学教育学部附属小学校 

赤嶺 和香 

明日天気になあれ 

－「雲」と「げた」で次の日の天気予想ができるかな？－ 
１. 目的  

私は雲が好きです。この雲の様子を見て、気象予報士が次の日の天気を予想できることを不思

議に思い、自分でも天気を予想する実験をすることにしました。また天気を当てるといえば「明

日天気になあれ」と言ってげたを投げる遊びがあります。インターネットで見て面白いと思った

ので、雲の観察と一緒に実験してみることにしました。今回の研究では、「雲」と「げた」で天気

の予測ができるかを研究の目的にしました。 
２. 方法  
雲：①毎日夕方に同じ場所から雲の写真をとります。天気を予想した後、観察ノートに記入し 

ます。 
②次の日、朝の雲の写真をとります。朝の天気が前日の予想とあっているかを確認します。

そして観察ノートに〇、☓を記入します。 
げた：①毎日夕方に同じ場所で、右足にはいた「げた」を５回投げます。投げたげたの面が表は「晴

れ」、横は「くもり」、うらは「雨」とはんだんします。  
げた以外のはきもの：運動ぐつとサンダルで、げたと同じ実験をします。 

３. 結果  
雲  実験期間 ８月１日～16日 実験時間 夕方、朝的中率 85％ 
げた  実験期間 ８月１日～15日 実験時間 夕方的中率 60％ 

げた以外のはきもの（げたが連続して天気を外した場合にはき物をつい加）  
実験期間 運動ぐつ１：８月４日～15日  

サンダル：８月 7日～15日  
運動ぐつ２：８月９日～15日 実験時間 夕方  
的中率 運動ぐつ１：75％ サンダル 31％ 運動ぐつ２：75％ 

４. 考察  
今回の実験で、雲では 85％の的中率で次の日の天気を予想できました。気象庁のホームペー

ジには天気予報の的中率が書かれていて、それでは 70％から 90％でした。私が予想した的中率
とほとんど近い数字であったため、雲では高い的中率で天気予想ができることが分かりました。 
げたでは 60％の確率でした。この実験ではしつ度との関係も調べました。それは、しつ度がは
なおを重くして、げたをひっくりかえしやすくなるという気象予報士の話をインターネットで

見たか らです。でも今回の実験では、夕方のしつ度を計ったところ、げたの面が表（晴れ）の

時のしつど度は 67％、げたの面がうら（雨）の時のしつ度は 70％で、ほとんどちがいはありま
せんでした。そのため、げたとしつ度は、あまり関係がないことが分かりました。 
げた以外のはき物の的中率は運動ぐつ１が 75％、運動ぐつ２が 75％でした。実験では１も２
も投げた後は表（晴れ）になることが多かったです。サンダルは 31％でした。サンダルではう
ら（雨）が出ることが多かったです。それで、これはくつのこうぞうが、えいきょうしたものだ

と考えました。 
今回の実験で天気の予想をするには、はき物ではなくて、雲を観察した方が良いことが分かり

ました。 
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佳作 
地学 

糸満市立糸満南小学校 

玉城 心菜 

雲の観察 

 
１. 目的  

小さいころから、空がすきでよく空の観察をしていた。すると観察するたびに雲の形や色が違

うことに気付き、雲の仕組みについて調べようと思った。また、毎日変わる雲にはそれぞれの名

前があるのか知りたいと思い、私は、雲の観察をしてみた。 
 

２. 方法  
家の近くや学校近くで毎日同じ時間、同じ場所に行って観察をした。また、実際にみた雲の形

や色をみんなに伝えたいと思い、一か月間毎日雲の写真をとった。 
 

３. 結果  
雲は毎日ちがう形でそれぞれの雲に名前があることがわかった。気温・天気よって、雲の形が

変わることを知った。またいろいろな方角で観察することによって雲の雰囲気も全くちがった。

同じ時間帯でも方角によって雲の形は違うこともわかった。私が観察した雲の名前は、積雲、層

積雲、巻層雲、高層雲、乱層雲、巻雲、巻積雲、積乱雲があった。その中で積雲が晴れの日の朝

によく見られた。インターネットでも調べたところ、私が観察した雲以外にも高積雲、層雲とい

う雲の名前もあることがわかった。 
 

４. 考察  
今回、夏に観察をした。天気に晴れた日は、積雲や層積雲がよく見られた。台風の前後にはた

くさんの雲が観察できた。近くに大きな入道雲が出た時は、雷や稲光がすごく、びっくりした。

今回は夏だったが、ほかの季節でも観察して夏の雲との違いを調べてみたい。また、今回の観察

は主に朝の時間で観察をしたが、一日の朝・昼・夜ではどのように雲は変化しているのかも知り
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佳作 
物理 

浦添市立浦添中学校 

屋冝 美菜 

風車の研究 

１. 目的  
小さな頃から好きだった風力発電の風車。その風車の羽根の形や大きさなどによる回りやすさ

の違いや発電する力の違いを知りたいと思い、研究することにした。 
２. 方法  
・実験１～９では形や大きさ、枚数の異なる風車の羽根をつくり、扇風機の風に当てながら回転

が止まる距離を測定する。風の強さと風を当てる高さなどは一定にする。 
・実験１０～１３では風車の羽根をモーターの軸につけ、モーターの導線を電圧テスターにつな

げる。扇風機から１５ｃｍのところで羽根に風を当て、電圧テスターで電圧の大きさを調べる。 
３. 結果  
・実験１～４では羽根の枚数（２枚、４枚、６枚）が多くなるほど、また直径の大きさ（６ｃｍ、

１２ｃｍ、１８ｃｍ、２１ｃｍ）が大きいほど回転距離は大きくなった。 
・実験５で直径６ｃｍと１２ｃｍの細長型と扇型の８枚羽根で比べた場合、細長型で直径１２ｃ

ｍの羽根が回転距離は最も大きくなった。 
・実験６～８の羽根の枚数を一定にした細長型の場合、直径が大きいほど回転距離は大きくなっ

たが、実験９の扇型の場合は、直径が小さいほど回転距離は大きくなった。 
・実験１０～１３では細長型の羽根の場合でも、扇型の羽根の場合でも直径１２ｃｍの時の電圧

が大きかったが、最も電圧が大きくなるのは扇型で直径１２ｃｍのときだった。 
４. 考察  
・実験１～９の結果より、風車の回りやすさは、風を受ける面積が大きいということよりも羽根

の形に関係しているのではないかと考えられる。羽根の回転力を生じさせるには羽根の面積は

ある程度の大きさが必要だが、あまり大きいと羽根の後ろに風を流せずに、風の力が羽根自体

を後ろに押す力になってしまうから、回転力にならないのではないかと考えたからである。ま

た、羽根の面積が大きいと羽根自体の重さも大きくなるため、回転軸との摩擦力が大きくなり

回りづらくなることも考えられる。 
・実験１０～１３の電圧調べでは、電圧テスターで電圧がはかれたことから風力で発電されたと

いえる。実験結果から直径６ｃｍの時を除いて、同じ風速で大きさの異なる羽根を回転させた

とき、直径の小さい羽根の方が回転の速さが速くなりやすいので、電気エネルギーを発生しや

すいのではないかと考えた。 
今後もさまざまな形と大きさの羽根で回転のしやすさや発電する力などを調べ、将来は家庭用

の風力発電機をつくってみたい。 
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佳作 
物理 

那覇市立安岡中学校 

美差 幸空 

ミルククラウンができる条件についてⅡ  

～ミルククラウンの形と粘度、表面張力との関係～ 

 
１.目的  

(1)ミルククラウンの液体の広がり方を調べる。 
(2)クラウンの形と、液体の表面張力との関係性を調べる。 
(3)クラウンの形と、液体の粘度との関係性を調べる。 

２.方法  
【実験１】深さ 2㎜の牛乳を入れたシャーレに、高さ 45cmに固定したスポイトから着色した牛乳

を滴下させ、その液体の広がり方を調べる。 
【実験２】表面ギリギリまでカップに入った常温の液体に、ビー玉を入れていきクラウンの形と表

面張力との関係性を調べる。液体は、昨年ミルククラウン度が５だった物を使用してい

る。 
【実験３】滴下させる液体に洗濯のりを混ぜ、深さ 2㎜の牛乳を入れたシャーレに高さ 45cmに固

定したスポイトから滴下させる。混ぜる液体のりを徐々に増やしていき、できたクラウ

ンの形を観察し、クラウンの形と粘度との関係性を調べる。 
３.結果  
【実験１】落とした雫は、周りとはほとんどなじまずに中心に集中する。その後、落とした雫に触

れた周りの牛乳が雫と一緒に中心から外側へ広がっていく。 
【実験２】カップに入るビー玉の個数の平均は 3.3～5.3個だった。表面張力が最も強いのは水であ

った。 
【実験３】液体のりを入れる杯数によってミルククラウンの形は変化した。2～5杯がミルククラウ

ンを作るのに適していた。形の良いミルククラウンは 3～4 杯、成功率の高いミルクク
ラウンは 2～5杯だった。 

４.考察  
実験１の結果から、落とした雫は周りとはほとんどなじまずに中心に集中し、その後、落とし

た雫に触れた周りの牛乳が雫と一緒に中心から外側へ広がっていくことがわかった。これは、外

側からの抑えられる力が働いており、その後落とした雫が刺激となって、内側から外側に広がっ

ているからだと考えられる。 
実験２の結果から、カップに入るビー玉の個数の平均は3.3～5.3個である事が分かった。また、
表面張力が最も強いのは水である事がわかった。しかし、このビー玉の個数と昨年調べたミルク

クラウン度との関係性はつかめなかった。このことから、クラウンの形に表面張力の強さは直接

関係しているとは言い難いと考えられる。 
実験３の結果から、液体の濃度によってクラウンの出来やすさ、形は変化していることがわか

った。このことから、クラウンの形に液体の粘度は関係していると考えられる。 
以上のことから、クラウンの形に液体の粘度が関係していることがわかったが、液体の表面張力

との関係性についてはまだ究明できていない。クラウンの形・液体の粘度・表面張力の３つの相

関関係を調べることで、形の良いクラウンができる条件を調べていきたい。 
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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 

比嘉 駿 

渦電流効果を利用した磁気浮上の実験 
 
１. 目的   

渦電流の効果は，私たちの生活の中で渦電流ブレーキや IHヒータなどの原理として活用され
ているが，よく調べてみると，金属板に対して磁気浮上の効果もあることを知った．磁気浮上は，

リニアモーターカーにも利用される技術なので，とても興味深く感じ，本研究において，渦電流

による磁気浮上について調べることとした． 
２. 方法  

磁石付回転円板の回転速度や磁石の磁極配列を変えることにより，金属板付近の磁場の強さが

変化させたときの金属板にかかる反発力や金属板の磁気浮上する高さをついて調べた．具体的に

は，以下の３つ項目の実験を行った． 
(1)金属板－磁石間距離一定下で，モータ電力，円板の回転速度および金属板に働く反発力の関
係を調べる． 

(2)磁石付円板の磁石配列を変えて磁場分布を変えたときのモータ電力，円板の回転速度および
金属板に働く反発力の関係を調べる． 

(3)磁石付円板の磁石配列を変えて磁場分布を変えたときの円板の回転速度と磁気浮上する金属
板の浮上高さとの関係を調べる． 

３.結果  
実験(1)：磁石付き円板と金属板に働く反発力は，導電率の高い金属の方が大きく，また，回転速

度の速い方がより顕著であることがわかった． 
実験(2)：磁石付円板の磁石の磁極を適当な配列（ハルバッハ配列）にすることによって，磁石表

面の磁場を強くすることができ，その結果，金属板に働く反発力を高めることができる

ことがわかった． 
実験(3)：回転する磁石付円板に金属板を近づけると，反発力が発生し，磁気浮上することがわか

った．また，導電率が高い金属で，回転速度が速く，磁石の磁場の強さが強いほど，磁

気浮上高さは高くなることがわかった． 
４.考察   

今回の実験において，磁石付き円板の回転速度を高めることや磁石の磁極配列をハルバッハ配

列にすることによって，金属板上の磁場の強さの時間的変化が大きくなると，金属板上に発生す

る渦電流が大きくなると考えられる．渦電流が大きくなると，その電流によって発生する磁場も

強くなるので，その磁場と磁石による磁場の作用によって反発力が大きくなると考えられる．ま

た，金属板の導電率が高いほど電流は流れやすく発生する磁場も大きくなると予想されるため，

反発力は導電率の高い金属の方がその効果が大きいと考えられる．また，金属板の磁気浮上高さ

を測定すると，導電率が高い金属で，回転速度が速く，磁石の磁場の強さが強いほど，磁気浮上

高さは高くなる結果が得られ，反発力の測定結果と同様な傾向があることがわかった．これらの

結果から，渦電流効果による金属板の磁気浮上では，導電率の高い金属を用い，金属板付近の磁

場の強さの時間的変化を大きくすることが重要であることがわかった．
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佳作 
化学 

糸満市立西崎中学校 

大場 琉惟 

液体を使って魚類を骨にする 2  

～液体の成分を使ってさまざまな物質を溶解する～ 
 
１. 目的  

昨年度は動物性タンパク質を持つミスジリュウキュウスズメダイを溶解したが、動物性タンパ

ク質以外でも同様な溶解の仕方をするのか、または溶解しないのかを調べたいと思い今年度の研

究目的とした。 
２.方法  

(1)ミスジリュウキュウスズメダイ（動物性タンパク質代表）、大豆（植物性タンパク質代表）、
木炭（炭素を多く含むもの代表）、卵の殻、アルミ箔（金 属代表）を用意。 

(2)前回の実験で使用した魚の身を溶解する４つの溶液（①パイプ用洗剤、②塩素系漂白剤、③
入れ歯用洗浄剤１０希釈、④オキシドール）を用意。 

(3)(1)を(2)に数分～数時間漬け、変化を記録する。同時に液温、気温、湿度、状態の変化も記録
する。 

３.結果  
・ミスジリュウキュウスズメダイ   

身はパイプ用洗浄剤、塩素系漂白剤で溶解。内臓と眼球はどの液体でも溶解できなか

った。 
・大豆       全ての液体で皮が剥がれた。特にオキシドールでは５粒のうち３粒の皮が消えて

なくなった（身は残った）。 
・木炭       オキシドール以外は液体に変化がみられた。 
・アルミ箔   オキシドール以外、溶け残った。 
・卵の殻     オキシドールのみ変化がみられた。 

４.考察   
ミスジリュウキュウスズメダイの内臓と眼球はどの液でも溶解できなかったことから、内臓や

眼球はタンパク質の含有量が少なく、他の物質でできていると考えられる。 
また、アルミ箔と木炭の変化は全てアルカリ性の液体でみられた。対して卵の殻と大豆の変化

は酸性のオキシドールで大きくみられた。なかでも大豆はどの液も皮が剥がれたが、特にオキシ

ドールでは剥がれた皮が溶けてなくなった。大豆の皮が溶け、本体が溶け残った原因として食物

繊維に関係があるのではないか考えた。なぜなら皮と本体の違いが食物繊維の有無だけだと思わ

れるからである。 
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佳作 
化学 

本部町立上本部学園中学部 

喜屋武 蓮美 

ビタミン Cの濃度について ～パート 3～ 

１. 目的  
中学１年生の時、果物のどこの部分にビタミン Cが多く含まれているのか、果物によって多く

含まれる部分は異なるのか、に興味を持ち、研究を始めた。 
中学 2年生の時には、加熱や冷却によってビタミン Cの濃度は変化するのか、について研究を
行った。   
中学 3年生では、中学 1年生の時の「グァバのビタミン C濃度が高い」事について気になって

いたので、身近にある沖縄の野草にもビタミン Cが含まれているのではないか、また、ストレス
の多そうな海岸植物にもビタミン C が多く含まれているのではないかと考え、本研究を行った。 

２. 方法  
身近にある野草や果物の葉の中で、現在も食用とされているものや海岸に生えているものなど

から 13 種類を選んだ。その葉に水を加え、ミキサーで細かくしてから、ガーゼでしぼり汁を取
る。その汁をビタミン C 試験紙につけ、色の変化からビタミン C の濃度を測定した。測定結果
を、中学 1年生の時の果実に含まれるビタミン Cの濃度などと比較し考察した。 

３. 結果  
調べた 13種類すべての野草にビタミン Cが含まれていた。実際に食用とされている沖縄の野

草には、あまりビタミン Cは含まれていないが、レモンやミカンの葉など、あまり食用とされて
いない植物にビタミン Cは多く含まれていた。また、グァバ茶として利用されているグァバの葉
にはレモンやミカンと同じくらいのビタミン Cが含まれていた。 
海岸植物にはビタミン Cがあまり含まれていなかった。 

４. 考察  
今でも食用とされている野草にはビタミン C が多く含まれているのではないか、と予想した
が、13種類のうちのボタンボウフウやカンダバーは 60mg/L前後と決して高くはない。一方で、
13 種類のうち最も濃度が高いのは、ミカン、レモン、グァバだった。ビタミン C が葉に多く果
実にも多い植物、果実には多いが葉には少ない植物、葉には多いが果実には少ない植物などさま

ざまであった。このことから、果実のビタミン C 濃度と葉のビタミン C 濃度の関係性は低い事
がわかった。 

    また、夏の日差しが強く当たり、海風などのストレスの多いであろう海岸沿いの植物は濃度が
高いだろうと予想したが、アダン、グンバイヒルガオ、ボタンボウフウなどの植物のビタミン C
の濃度は低かった。この 3つの植物は、葉の厚みや硬さに特徴がある事から、暑さや海風などの
ストレスをビタミンCではなく、葉を厚くすることで回避しているのではないかと考えられる。 

   植物の果実や葉に含まれるビタミン C の量は、大きさや形、ストレスの受け方などに関係して
いるのではないかと考えられる。 
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佳作 
生物 

北中城村立北中城中学校 

後藤 さわみこ 

カタツムリをロードキル（れき死）から守る研究 

～野生動物との共生～ 
 
１. 目的  

私たち家族は毎朝 6時から農道を含む家の周りの道路（約 300ｍ）の掃除や草刈りをしますが,
一方で車や足で踏んで貴重なカタツムリやタニシの命を絶っていることに気づきました。そこで

彼ら野生生物の生態を調べ、人間と共生できる方法はないか、調査・研究することにしました。 
２. 方法  

コンクリート製の農道に毎朝出てくる 1000 匹を超えるカタツムリたちの種類と個体数を調査
し生態がわかりやすいように分布図を作りました。形・色・大きさがほぼ同じでもカタツムリは

肺呼吸、タニシはエラ呼吸なのでロードキル（道路でのれき死）を減らすにはそれぞれの生態に

合った手段が必要でないかと考えました。ロードキルを減らすため、彼らが道路沿いの森からい

つ・なぜ・何のために道路に出てくるのか、アスファルトとコンクリートの道路模型を作りまし

た。周辺の植物や土の種類を変え、現状に近くなるよう「みどりのトンネル」や横断用に「地下

トンネル」を設け、移動実験を行い日にちごと、時間ごと変化を観察・記録しました。カタツム

リとタニシの移動速度も測りました。 
３. 結果   

その結果、ともに夜行性で殻の造成と維持のためにコンクリートのカルシウムを求めて移動す

ることや、主な食べものは、カタツムリは植物、タニシは微生物、歩く速度はカタツムリの方が

約 3倍も早いことがわかりました。 
   移動実験の結果、彼らと共生できる方法のひとつは「立体交差」に結びつきました。カタツム
リは「みどりのトンネル」、タニシは「地下トンネル」、人間は「地上の道路」だと人間の移動中

に命を絶たれるロードキルを減らすことができると確信しました。 
4、考察  

野生生物は生きていくために人間の都合でできた危険な道路を渡らなければなりません。今回

はカタツムリとタニシのロードキル防止の研究でしたが、時々ヘビやモクズガニ、カマキリなど

の死がいを見ることがあります。 
沖縄でもヤンバルクイナなどの貴重種のロードキルの研究は進んでいますが、豊かな自然を維

持しつつ野生動植物と共生するには、地域の自然や自然生態系を調査し、季節や時間帯に関係な

く人間の行動と重ならない工夫を道路の新設時や改良時に計画するよう行政に提案したいと考え

ます。今回の研究でタニシが「地下トンネル」に集まっていましたが、少し狭かったように思い

ます。今後はタニシに限らず他の野生の生きものも使える「共同トンネル」や「空中横断路」、低

速運転して生きものに気付くよう自然に近いデコボコの道路にするなど、今後も研究してみたい

と思います。 
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佳作 
生物 

糸満市立三和中学校 

新里 友唯 

ウイルスを守るエンベロープを分解する 

 
１. 目的  

新型コロナウイルスの感染者が世界中で増加している中、感染予防として手洗いやアルコール

などでの消毒がすすめられており、本当に手洗いやアルコール消毒でコロナウイルスを不活性化

できるのか疑問に感じ、１番コロナウイルスに効果的かを調べようと考えた。 
２. 方法  
・アルコールの他、シャンプーや食器洗剤など、エンベロープ（脂肪）を分解できそうなものを   

考える。 
・エンベロープを再現するため脂質性の牛脂を使用する。 
方法ａ：牛脂の固形をアルコールなどの液に浸して、牛脂の溶け方を比較する。 
方法ｂ：プラバンに塗った牛脂にアルコールなどを数滴たらし比較する。 

３. 結果  
【方法ａ】 
牛脂がよく溶けた順 
① ハンドソープ（アルコール濃度 76.9～81.4％）  
② 0.125％次亜塩素酸ナトリウム 
③ 食器用洗剤   
④ 洗濯用洗剤  
⑤ 微酸性電解水 

【方法ｂ】 
牛脂のよく落ちた順 
①ハンドソープ（アルコール濃度 76.9～81.4％）食器用洗剤 

   ②アルコール除菌ジェル・微酸性電解水・お風呂用洗剤石鹸水・洗濯用洗剤・泡盛（65％） 
４. 考察  
【方法ａ】 
・アルコールや次亜塩素酸などの消毒剤を含む物質は牛脂を分解できた。このことから、アル

コールや次亜塩素酸は、同じ脂質性のエンベロープを分解することができ、コロナウイルス

などに効果的であると考えられる。 
【方法ｂ】 
・さらさらした液状の消毒剤よりジェル状のとろとろした液体の方が脂質を落としやすいこと

が分かった。また、手指用の消毒剤より、食器用などの洗剤が強力で脂質を落とすのに効果

的であることが分かった。
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佳作 
生物 

浦添市立仲西中学校 

山城 由羅 

エノキアオイの葉を長持ちさせる条件 
１. 目的  

家で生けられていた花が、茎から水を吸収して長持ちしているのを見た。茎がないとき、つま

り葉だけで長持ちさせるには何をすればよいか気になり、条件を変えることで葉が枯れる速度を

遅くする(葉を長持ちさせる)事ができるのかを調べた。 
２. 方法  
① 水を与えるかどうか、 
② 切り口、 
③ 日光を当てるかどうか、 
④ 温度の 4つの条件を組み合わせながら、以下の方法で観察した。 
方法 
(1)葉をはさみで切り取る(手でちぎるときはさみを使わない) 

   (2)葉が汚れている時は、洗い、コットンを葉の柄の部分に巻き付ける。(水を使わない時は、テ
ープで巻き付ける) 

(3)条件を変える片方に、口紅で印をつける。 
    (4)日光に当てないものは箱に入れ、ふたをする。 

※葉は同じ条件を３枚用意し、データをとる。 
※葉の１枚１枚に、コットンを巻き付ける。 
※葉の緑色がなくなったときに、かれたとする。 
※水を与える条件の時、コットンは常にしめらせた状態にする。 

３.結果 
条件①・②を調べるための実験１では、水を与えて、はさみで切った葉が長持ちすることが分

かった。 
条件③を調べるための実験２は、16日間観察した結果、予想と異なり、日光を当てても当てな
くてもしおれる気配がなかった。 

４.考察  
切り方の条件で刃物の方が長持ちするのは、切断面がきれいなため水の通り道（道管）がつぶ

れていないからだと考える。 
水は植物にとって欠かせない条件だと考えられる。その理由から、発芽や生きるためにも水は

絶対条件として入っていて、今回もそのような結果となっていた。 
日光に当てなかった○ｆは、他のものと違い、しおれる気配がなかったことから、水分を蒸発

させなければ長持ちさせることができると考えられる。その理由は、箱の中が密室で、水分が出

にくかったことからそのように考えた。 
５. まとめと課題  

(研究のまとめ) 
・条件を変える事で、葉がかれる速度を遅くする(長持ちさせる)事ができる。 

(課題) 
・考察で考えた道管の様子について考察が正しいか、顕微鏡で確認する。 
・今回実験できなかった「温度の違いによる葉の枯れる速さの違い」について調べる。 
・箱の中のように、蒸発しにくい環境をつくれば、日光に当てていても葉は長持ちするのかにつ

いて調べる。 
・他の植物では、どのようになるのか調べる。 
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佳作 
生物 

糸満市立糸満中学校 

上原 一路 

糸満市真栄里海岸の貝類相～打ち上げ貝を中心として～ 
１. 目的  

沖縄島南部の真栄里海岸は約 700m の半自然海岸で打ち上げ貝の豊富な浜であるが、今まで

科学的な調査や記録はされてこなかった。ここは沖縄県による護岸整備計画があり貝類の生息

環境に影響を及ぼす可能性がある。工事で環境が改変される前に、それらの生息環境、絶滅のお

それのある種（レッドリスト種）、生息状況（生貝の確認）を明らかにする。それにより、真栄

里海岸の豊かな自然環境を貝類相から正しく評価し、自然環境保全の為の資料を提供する。 
２. 方法  

2015年 12月から 2020年 7月にかけ 110回の調査を行った。真栄里海岸の高潮帯砂浜を中心
に打ち上げ貝を採集し、貝の状態を、a(=alive)、nd(=new dead)、d(=dead)の 3段階に分けて記
録した。2018年からは砂浜地先の潮間帯において生息状況を 19回調査し、生貝は GPS付カメ
ラで記録した。2019年からは高潮帯（波打ち際）の方形枠定量調査を行った。5年間で採集した
標本や生貝の記録に基づき総種数、レッドリスト種、生息環境を検討した。 

３. 結果  
2015年から 2020年までの調査により記録できた 5年間の総種数は計 610種だった。このう
ち 594種の打ち上げ貝が記録され、生貝として確認できた種は 113種、レッドリスト種は 73種
だった。レッドリスト種の中でも、ジャングサマテガイ、ナミノコガイなど絶滅危惧Ⅰ類と、リ

ュウキュウダカラなど絶滅危惧Ⅱ類を合わせた「絶滅危惧種」に指定されている種は、30 種だ
った。レッドリスト種のうち 9種（ヒメカノコ、クサイロカノコ、ヒメオリイレムシロ、カヤノ
ミカニモリ、カワラガイ、オイノカガミ、リュウキュウナミノコ、アマサギガイ、イソハマグリ）

は生貝を確認できた。また、12 種（サンゴガキ、ウラキツキ、カブラツキ、カワラガイ、オイ
ノカガミ、ユウカゲハマグリ、リュウキュウナミノコ、モチヅキザラ、アシベマスオ、マスオガ

イ、イソハマグリ、クチバガイ）については死んで間もないと思われる合弁の個体を確認した。

高潮帯砂浜の定量調査では 2019年に比ベリュウキュウナミノコなどが減少した。 
４. 考察  

調査により打ち上げ貝、生貝合わせて 610種の貝類を記録することができたが、2016年ごろ
から浜に打ち上がっている貝殻の個体数は年々減少している。レッドリスト種は 73種記録され、
その多くが潮間帯の海草藻場や砂底に生息しているため、陸域からの赤土流入や今後工事の影

響を受けやすいのではないかと考えられる。特に絶滅危惧Ⅰ類のジャングサマテガイは沖縄島

における新たな分布地の可能性がある。また定量調査ではリュウキュウナミノコなどの減少が

考えられるため今後調査を進めたい。記録された 610 種から真栄里海岸は砂浜、岩礁、海草藻
場、干潟、川などが組み合わさった自然環境が保たれ、多様性の高い貝類相が存在し、保全価値

の高い海岸だといえる。今後計画されている護岸工事では環境保全に配慮されることが望まし

い。沖縄島の生物多様性の正当な評価と持続可能な海岸環境保全の資料となるよう今後はさら

に詳細な貝類相を解明したい。 
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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パートⅡ  

～種類・優占度・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、昨年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

を明らかにし、昨年の調査結果と比較する。 
２. 方法  

昨年に引き続いての継続研究のため、調査方法は昨年と同様にする。異なる5日間の調査日に、
桃原公園のウォーキングコースを 200ｍごとの 5つの区画（①～⑤の区画）に分けて、コース沿
い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、昨年

の調査結果と比較する。 
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、昨年の調査結果と変わりがないかを確認する。 

３. 結果  
今年、桃原公園で見られた蝶の種類・個体数は 15種・520匹（5日間）で、優占種はアオタテ

ハモドキ、シジミチョウ、リュウキュウミスジの順であった。昨年は蝶の種類・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④の場所で 13種、個体数が一番多いのは①の場所で 202匹だ

った。昨年は蝶の種類・個体数が最も多かったのは、ともに①の場所で 20種・464匹で、昨年
の方が種類・個体数とも多かった。 
アメリカハマグルマに来る蝶の種類は、今年アオタテハモドキ、シジミチョウ、リュウキュウ

ミスジ、ツマグロヒョウモン等で、アオタテハモドキが優占種となっていた。昨年はシジミチョ

ウの優占度が高く、優占種となっており、異なった結果となった。 
４. 考察  

今年、桃原公園で見られた優占 3種は、アオタテハモドキ、シジミチョウ、リュウキュウミス
ジの順で、昨年の優先 3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上位 1
位が異なっていた。これは私の妹が沖縄市総合運動公園で調査した結果でもアオタテハモドキ

が昨年より多く確認できた結果より、気候との関係があると思われる。また、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、今年はアオタテハモ

ドキの優先度が高く、昨年の優占種となっていたシジミチョウとは異なっていた。これも、気候

の関係でアオタテハモドキが多く発生している影響があると考えられる。
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佳作 
生物 

浦添市立神森中学校 

平良 柾人 

歯の健康状態を知るためには 

 
１. 目的   

琉球大学付属病院で口腔内の手術をすることになり、それを契機に自分自身の口腔内の健康を

どのようにすれば維持できるのか興味がわき、様々な人の協力のもと、研究を行っている。 
２. 方法  
① 位相差顕微鏡を用いて口腔内の細菌の様子を調べた。 
② フッ化物を含む２つの歯磨き粉（「歯科が販売している歯磨き粉」と、「市販の歯磨き粉」）の
効果の違いを、卵と酢を用いて実験により調べた。 

③ 口臭に効果があると言われるハーブや漢方を煎じた液体でうがいをし、口臭チェッカーを用
いて、その効果を調べた。 

３. 結果  
① 口腔内手術後は２日間、丁寧にブラッシングすることができなかったので、予想通り術前よ

りは術後の方が、常在菌の動きが活発であった。 
② 「白卵」「赤卵」「うずら卵」の３種類で実験を行ったが、いずれの結果も、「歯科が販売して
いる歯磨き粉」を塗った方が、酢（酸）との反応はゆるやかであった。 

③ ハーブ３種類「カモミール」「セージ」「ローズマリー」を使って３回ずつ試験した結果、も
っとも効果があったのは「セージ」であった。また、漢方３種類「黄芩（おうごん）」「黄柏

（おうぱく）」「甘草（かんぞう）」を使って３回ずつ試験した結果、もっとも効果があったの

は「甘草」で、ハーブより効果が見られた。 
４. 考察  

まず、位相差顕微鏡での観察より、術前より術後の方が、常在菌が活発であった。年齢別の口

腔内の細菌は環境の変化もあると思われるが、写真の細菌は動きがゆるやかだった。 
次に、歯磨き粉の実験により、最終的に「市販の歯磨き粉」よりも、「歯科が販売している歯磨

き粉」の方が、酸に対して耐性が高く、歯を強くする効果があると言える。 
口臭に対する効果については、漢方のように、独特な匂いと苦みのある方が、ハーブの甘みの

ある香りよりも口臭に効くと思われる。 
夏休みの期間中に全身麻酔による歯の手術を行ったため、不安な中での実験となりました。１

番大変だったことは外出を控えないといけなかったので、前もって電話で相手の方に内容を伝え、

必要な資料や質問等を短い期間で直接受け取るようにしたことです。多くの方々のご協力のおか

げで、今回の自由研究に取り組むことができ、とても感謝しています。今後も、何事にもチャレ

ンジしていきたいです。
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佳作 
地学 

南城市立大里中学校 

濱元 遥 

液状化現象の対策について 
 
１. 目的  

・１年生の時に、教科書に載っていた東北地方太平洋沖地震の写真を見て、「なぜ地面が地震   

によって液状化するのか気になった」ため、液状化現象について調べることにした。また、

起きてしまうのが止められない地震に対し、被害を少なくすることはできないのかと思い、

テーマを「液状化現象の対策について」とし、調べることにした。 
２. 方法  

・液状化現象について調べ、自作の簡易模型で４つの観点から実験を行った。 
（１）液状化し始める時間（２）変化した時間（３）水の層と土の層の厚さの割合（４）建物

の沈み具合 
・それぞれの結果をもとに液状化現象の対策法として「地盤改良」「建物の強化」を考えた。 

３. 結果  
方法（１）～（４）の観点に基づき、①～④の結果を表で示した。 
① 横揺れ、縦揺れのどちらが液状化しやすいか。（レポート P2） 
② 液状化現象のしくみ（レポート P4） 
③ 地面の種類による液状化現象のしやすさ（レポート P６） 
④ 「地面の圧縮」「セメントの地面」「地盤に杭を打ち込む」「建物を軽くする」などのどの対策    
法が良いか。（レポート P９～12） 
※レポ-トンのページ数は、結果記載のページ 

４.考察  
① 横揺れと縦揺れでは、液状化が始める時間が早い。変化してしてる時間は長い。水の層が厚
く、横揺れが起こるときは、液状化がしやすいと考えられる。 

② 土の粒同士がくっついた状態の地面で隙間が水で満たされている場合、地震の影響により、
土の粒同士が離れ、粒が水に浮く状態になる。地震後に粒が沈む事で、重い建物は沈み、軽

い物は浮くことが考えられる。 
③ 液状化しやすい条件は、地面を構成する土などの粒が大きく、軽い物であることが考えられ
る。 

④ 「地面の圧縮」では、水の層が薄いため、液状化現象が起こりづらいと考えれる。しかし、
既に建物がある場所での、この対策法は適応しづらい。 

    「セメントの地面」では、液状化現象は起こりづらく、建物は沈まない。しかし、長時間の

地震により、セメントに亀裂が生じた場合、液状化し始める。 
    「地盤に杭を打ち込む」では、「強く長い地震にも耐えられる」事が分かり、対策法として

有効と考えられる。 
「建物を軽くする」では、沈み具合がゼロではない事から、被害を抑える有効的な対策法と

してはないと考えられる。
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佳作 
産業 

八重瀬町立具志頭中学校 

大城 妃加 

再生可能エネルギーの可能性 

 
１. 目的  

「脱炭素の世論が強まり、2030 年度までに石炭火力発電所を段階的に休廃止する。」という新
聞記事を見つけて、石炭火力に代わる再生可能エネルギーだとどのくらいの CO2(二酸化炭素)が
削減できるのか気になり調べています。 

 
２. 方法   

自宅の屋根に設置されている太陽光発電(太陽光パネル)のデータを用いて、７月の毎日の発電
量と消費量、一年間で発電量が一番多かった月、太陽光発電を設置してから現在までの CO2 削
減量が調べられています。 

 
３. 結果  
◯一番多く発電した日は「晴れの日ではなく」、「晴れ時々くもり」でした。雨の時間帯でも少   

量だが発電していた。消費量が多い時間帯は、5～9時と 18～22時の時間帯でした。 
◯2019年度では、一番発電量の多い月は８月でした。 

  発電量は、日照時間だけに左右されるものではなく、全天日射量(全天空からの日射量)など太陽
の光の量によっても変わる。 
◯2014年に太陽光発電を開始して、現在までの発電量の総量は、66,839kWhでした。これを成木
の吸収量(CO２の削減量)に換算すると、成木 2413本に相当する。 

  
４. 考察  
◯今回の研究で再生可能エネルギーの１つである太陽光パネルには、CO2を削減することもでき、
１つの家の電気量をまかなえる力があるけど、天気の悪い日や夜だとその力をあまり発揮でき

ないこともあると分かった。 
   しかし、太陽が無くても発電できる水力・風力発電などの再生可能エネルギーや蓄電池が増え

ていけば、「2030年度までに石炭火力発電所を段階的に休廃止する」という目標が達成でき、地
球温暖化の進行を少しでも防げるのではないかと思いました。
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佳作 
物理 

沖縄県立球陽高等学校 

田場 新之介      奥間 優     小波蔵 舞武    宮城 星蓮    屋宜 大河 

尿ハネを抑える小便器の使い方 

１. 目的  
小便器からの尿ハネは衛生上の問題がある。しかし、尿ハネを防ぐ小便器の使い方は、明確に

は提示されていない。そこで私たちは、尿ハネを抑える理想的な小便器の使用方法を突き止める

ことを目標に研究を行った。 
 
２. 方法  

色水を注射器で小便器に発射し、設置した記録用紙ではねた水滴を調べる。注射器の位置は高

さ 80 ㎝、小便器の面から 20 ㎝で固定し、色水を当てる位置を変えて実験を行った。小便器の面

に当てる位置を高さ 80 ㎝（平行）、60 ㎝、40 ㎝、20 ㎝（底）の４つで実験を行った。 
実験Ⅰでは、注射器を手で押して実験を行った。 

実験Ⅱでは、おもりを使った装置によって、一定の力で注射器を押して実験を行った。色水

を押し出す力を変える実験も行った。 
 
３. 結果  

実験Ⅰでは、高さ 40cm を狙ったときに最もはねており、高さ 80cm を狙ったときに最もはね

ていない。 
実験Ⅱでは、水の勢いが弱い場合、高さ 80 ㎝を狙ったときにはねが少なかった。水の勢いが

弱い場合、高さ 40 ㎝を狙ったときにはねが少なかった。いずれの場合でも、高さ 20 ㎝（底）を

狙ったときが最もはねた。 
４. 考察  

実験Ⅰ 
・手で押したため圧力が一定ではなく考察できるような結果は得られなかった。記録用紙を小便

器の下に設置したため、足元へのハネしか調べられなかった。 
実験Ⅱ 
・水の速度が速い方がはねる 
・水が便器と接触する角度が浅い方がはねない 
・勢いが弱い場合に、80 ㎝（平行）を狙うと最もはねなかったのは、小便器との距離が最も小

さかった為だと考える 
・勢いが強い場合に、側面の低い位置を狙うと最もはねなかったのは、接触する角度が最も浅か

った為だと考える。 
・どちらの場合でも底を狙うと最もはねたのは、小便器との距離が最も大きく、底に当てた為に

接触する角度が深くなったからだと考える。 
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佳作 
生物 

沖縄県立八重山高等学校 

赤嶺 絢萌        大江 みちる      西里 遥    東崎原 結月    慶田花 美晴 

石垣島におけるオキナワアナジャコの研究 
 
１. 目的   

オキナワアナジャコについてその生態を詳しく知りたいと思い研究を始めた。どのような場所

にどのような分布の仕方で巣穴を作るのか、捕獲するにはどうしたらよいか、夜間は巣穴の外に

出ているか、何を食べているのかなど、基礎的な研究を行った。 
２. 方法   

調査は、巣穴（ジャコ塚）が多く見られる石垣島字野底の吹通川上流で行った。調査期間は 6
月 21 日から 8 月 31 日までの毎週日曜日午後 1 時〜3 時半に行った。調査地でもっとも塚の密度

が高い場所に 20m×20m の調査区を設置し、さらに 5m×5m に区切りメッシュ調査を行った。各

区画ごとのジャコ塚の個数、木の本数、塚にあるカニなどの巣穴の個数などを調べた。また、7
月 23 日〜24 日には夜間調査を行った。 

３. 結果  
調査地は、土がしっかりしているところもあったが、所々ぬかるんでおり足が埋まってしまう

ところもあった。オオベンケイガニやミナミトビハゼなどが多く見られた。塚のメッシュ調査で

は、上から見ると楕円形に近い形をしているものが多く計測した長径短径をもとに楕円形の面積

をとると、面積の標準偏差の値が大きく、塚の大きさはばらつきが大きいことが分かった。調査

区間の塚を概観すると土がぬかるんでいるところには巣穴の個数が減っていることが分かった。

塚の解体調査では、初めは、巣穴が一つのみだったが、切っていくと二つ目の巣穴が見つかった。

また、いくつかの塚が合体したような大きなものも見られた。調査に行った時に捕獲することが

できたアナジャコは飼育・解剖し、生態を観察した。消化管には泥のようなものしか見つからな

かった。夜間調査では、夜中の 2 時頃が活動のピークであることがわかった。オキナワアナジャ

コの塚に対しても実験を行った。まず、スコープは、巣穴の奥まで進めていくと水があり濁って

いて何も観察することができなかった。筆と塩などを入れて、アナジャコがどうするかを観察し

ようとしたが、巣穴が真っ直ぐではなく曲がっていたりするため奥まで入れることができなかっ

た。花火の煙を入れてみたが、１つの塚から繋がっている他の穴から煙が出てきていた。アナジ

ャコの反応は見られなかった。 
４. 考察  

オキナワアナジャコの生態について：ふんが泥っぽいということから海岸におけるナマコのよ

うな食性でオキナワアナジャコの主食は泥ではないかと考えた。泥をシャコ塚から出していると

ころ以外の姿は、ほとんど確認できなかったことから、オキナワアナジャコは基本的に巣の中で

生活し、巣から出ることはほとんどないと思われる。シャコ塚の面積とカニ穴の数には弱い相関

が見られた。アナジャコが泥の有機物を栄養としているなら、シャコ塚が大きくてカニの穴が多

いことは、カニの食べ残しなどの有機物を多く得られるという利点があるのではないか。
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佳作 
生物 

沖縄県立北山高等学校 

赤嶺 優輝     玉城 憂人    渡邉 鼓太朗     新城 航也     新垣 柊人 

真栄田 星花海      山口 宙      比嘉 智也 

北山高校周辺の河川調査 Ⅳ  

～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。また、今年

度は 2 月から 4 月にかけて大井川で再び瀬切れが確認されたため、瀬切れ後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。今年の 2 月

から 4 月にかけて再び瀬切れが見られたが、個体数と造網型比率は 7 月から 8 月にかけて回復が

見られた。支川の４地点及び St.1 よりも上流である伊豆味小中学校傍の地点でも、水生生物が

多数確認できた。 
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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佳作 
生物 

沖縄県立球陽高等学校 

東 もも           喜納 澄美瞳       知念 実結 

アフリカマイマイの移動方法の特異性について 

 
１. 目的   

アフリカマイマイの路面移動時に断続的な這い跡がつくことに興味を持った。アフリカマイマ

イの移動方に何らかの特異性があると考えたため，行動学的，解剖学的見地から研究を行った。 
２. 方法   

自然環境下および飼育環境下における行動の観察および解析を行った。また，熱処理したアフ

リカマイマイの腹足および外套膜の顕微鏡観察を行い，組織の構造について考察を行った。 
３. 結果   

アフリカマイマイの移動時には体表が濡れていないことが分かった。また，移動時には外套膜

足縁部のみが底面に密着し，腹足は軽く触れている程度であった。アフリカマイマイの腹足中央

部には尾部から頭部に向けて動く波状の模様があったが，その模様は移動速度より速く動いてい

た。また，移動速度と殻長に明確な関係はみられなかった。アフリカマイマイをアクリル板から

引きはがそうとすると，頭部を縮めて外套膜を広げ，吸盤のような形を取るために簡単には引き

はがせなかった。顕微鏡観察を行ったところ，外套膜と腹足は明らかに異なる組織で形成されて

おり外套膜と腹足をつなぐ部位に顆粒のようなものを含む層状構造が確認できた。アフリカマイ

マイの腹足および外套膜を染色したところ，横紋筋のような構造は確認できなかった。 
４. 考察  

研究結果から，アフリカマイマイは歩行に外套膜を利用していると考えられた。腹足の疎密波

の密の部分を支持体として外套膜を引っ張り，波打たせていることで歩行を可能にしていると仮

定すると，疎密波が発生することによって腹足自体は動かないが，外套膜が引っ張られて移動す

ることが分かる。この場合，外套膜が前に移動する際には外套膜を浮かせ，後ろに移動する際に

は地面と密着すると考えると，作用・反作用の法則から地面と密着した外套膜で後方に蹴る行動

を取ることで前方への移動が可能であると考えられる。また，アフリカマイマイの這い跡は，ア

フリカマイマイの体表が他のカタツムリ類と比較して乾燥気味なこと，腹足の伸び縮みによって

比較的濡れている呼吸孔付近が殻の重さによって接地面に押しつけられていることから断続的

になることが示唆された。さらに，本研究ではこれまではっきりとしなかったアフリカマイマイ

の移動方法が腹足と外套膜に起因する可能性が示唆された。今後は詳細な観察および解剖学的な

知見から，移動に際して筋肉などがどのような挙動を示しているのかを明らかにしていきたい。
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佳作 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

當山 全翔      金城 勇斗      金城 永都      知念 珠里亜      森 咲楽 

オキナワギクの研究  

～オキナワギクは東海岸のみ生息する？～ 
 
１. 目的  

オキナワギクは『沖縄の菊』から和名がつけられており、県内ホームセンター等でも園芸種と

して販売されている。だが、｢絶滅危惧Ⅱ類(VU)｣に指定されており、近年、分布地も減少傾向に

ある。 
今回、オキナワギクの分布地や生育条件を明らかにする。そして、保全の方法を考えるため調査

をおこなった。 
２. 方法  

仮説：オキナワギクが主に東海岸でみられる理由は｢地質｣の違いではないか。 
１．オキナワギクの分布調査（東海岸・西海岸の海岸岩・崖の調査） 

やんばる 3 村（国頭村・大宜見村・東村）内の海岸岩上を調査した。 
２．分布調査地点の岩石調査 

オキナワギクは土壌ではなく、海岸の岩上や崖に生育する。調査地点のオキナワギクが生

育する岩と、生育していない地点の岩を採取し観察した。 
３.結果  

１．オキナワギクの分布調査（東海岸・西海岸の海岸岩・崖の調査） 
調査地点 23 箇所中、分布地は東海岸の東村 5 カ所のみだった。 

２．分布調査地点の岩石調査 
     オキナワギクが生育している地点の岩石は嘉陽層。非生育の地点は、名護層・本部層であ

った。 
４.考察  

仮説の通り、オキナワギクの生育には地質が影響していると考えられる。 
文献より｢本部層・名護層は塩基性｣。｢嘉陽層は酸性｣と予想される。 
また、｢辺高生き物博物館｣内でも弱酸性の園芸用土を使用し、オキナワギクを栽培している。さ

らに、農林水産省キク科の土壌改良基準でも弱酸性を推奨している。つまり、オキナワギクは酸

性の岩石を好む植物だと考えられる。以上のことから、東海岸に主に分布する理由として、（酸性

の）嘉陽層がある地域のみに生育しているのではないだろうか。 
まとめ 
今回の調査では、やんばる 3 村（国頭・大宜見･東）で分布地が確認できたのは東海岸の一部の

みだった。その地域は、｢やんばる国立公園｣外で、現在オキナワギクの採取規制や保護は行われ

ていない。世界自然遺産推薦地である、やんばる３村でオキナワギクを保護するために、より詳

しい分布地や条件を調査し、｢辺高生き物博物館｣を活用した広報活動に取り組んでいきたい。 
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佳作 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

金城 勇斗             金城 永都 

オキナワネブトクワガタの生態に関する研究  

～水の中にいるクワガタムシ～ 
１. 目的  

沖縄本島にはオキナワネブトクワガタという最大の雄でも３cm に満たない小型のクワガタム

シが生息している。本種を採集するため色々な場所を探索したところ、樹液の出ている場所や樹

皮のめくれた場所の他、枝と枝の間の水が溜まっている水の中に潜っていることを確認した。甲

虫には気門から空気を取り込むため気門が水中にあると、呼吸困難になるはずである。本研究は、

オキナワネブトクワガタの生態、特に水に対してどのような習性を持っているのかを調べる目的

で行った。 
２.方法  

(1)気門の位置と形状。幼虫と成虫の気門の位置と形状を実体顕微鏡で確認した。 
(2)水に対する習性。 
①本種の野外での水に対する習性を観察した。 
②木製ゼリー皿の穴に水道水を入れ、８個体を並べた、上から段ボールで覆い、10 分間静置

して本種がどのように行動するかを確認した。 
(3)潜水行動。木製ゼリー皿の穴に水を入れ、その穴の前に本種を置き、刺激をせずにどのような

行動を取るのかその様子を観察した。 
(4) 潜水可能時間。個体 No.14 をピンセットで刺激し、強制的に水の中に沈め、呼吸のために空

気中に出てくる時間を測定して、どの程度潜水可能なのかを測定した。 
３.結果  

(1)気門の位置と形状。幼虫は合計９対、成虫は６対の気門を確認することができた。 
(2)水に対する習性。 
①夜間、枝と枝の間の水が溜まっている場所で本種が水中を泳ぐように頭を下にして潜って

いた。別の個体では、水に潜っている最中に腹部の先から何らかの液体が排出されることを

確認した。水溜まり付近にいる個体に LED ライトを当てると、慌てて水の中に逃げていく

様子を確認した。 
②産地 A の８個体中５個体（62.5％）が水の中に移動した。 

(3)潜水行動。14 個体中 12 個体が水に潜った。 
(4)潜水可能時間。１回目は 3 分 34 秒完全に潜水し、２回目は 2 分 36 秒完全に潜水した。 

４.考察  
オキナワネブトクワガタが野外で見せる行動（水につかり、潜水し、お尻から液体を放出する）

を実験下でも再現することができた。そのため普段から水の中に潜み、お尻の先を空気中に出すこ

とで、水に潜った状態を長時間維持していると考えられる。また、お尻から液体の放出が平均 16
秒に１度というペースで行われていた。このような短時間で何度も排出物を放出するとは考えに

くい。水に潜ることで気門から気管内に浸入した水分を何らかの方法で体外に放出して、気門から

空気を取り入れているのではないだろうか。では、本種が水の中に潜む習性はどのような意味があ

るのだろうか。クワガタムシの天敵とされる捕食者には、鳥類やネズミなど小型の哺乳類が考えら

れるが、本種は非常に小型であるためキノボリトカゲやオキナワトカゲ、ヤモリなどのハ虫類も天

敵となる可能性がある。小型で非力な本種はそれらの生物の補食から逃れるために、水の中に逃げ

場所を見いだしたのではないだろうか。しかし、カエルやイモリなどの両生類が天敵だとすると、

水の中にいることが逆に捕食されやすくなることも考えられるが今回、本種を採集した水溜まり

には、今のところカエルやイモリは確認できていない。 
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佳作 
地学 

沖縄県立球陽高等学校 

荒巻 麻衣      上原 誠哉     新垣 ほのか     富川 姫来    中村 直生 

マイクロプラスチックの回収方法 

 
１. 目的  

私たちの生活において欠かせないプラスチックは近年世界的に海洋汚染の問題となっている。

しかし、まだまだ研究事例は少なく、回収方法もいまだ開発されていない。本研究では、砂浜海

岸の砂中に混在するマイクロプラスチックを、静電気を用いて回収することを目的に室内実験を

行った。微細なプラスチックが静電気を用いてどのようにふるまうかを調査した。 
 

２. 方法  
① 砂のサンプリング 
② 砂の攪拌および乾燥 
③ バンデグラフを使った砂の抽出 
④ バンデグラフを使用しない砂の抽出 
⑤ 抽出した砂からマイクロプラスチックを取り出す 
⑥ 顕微鏡観察     

    
３. 結果  

静電気処理をすることによって砂中から細かい粒子を取り出すことができ、その粒子にはマイ

クロプラスチックが多く含まれていた。また、取り出せたマイクロプラスチックの量と湿度の間

に相関性はみられなかった。 
 

４. 考察  
静電気を使用することによって電荷が不安定になった物質は電荷が安定したものに移ろうと

する分離誘導という働きが生じる。この性質を利用する事でマイクロプラスチックを取り出せ

たと考える。 
また、静電気処理によって少量の砂の中からマイクロプラスチックを取り出すことはできた

が、当初目標としていた砂浜での大規模なマイクロプラスチックの回収は難しいとわかった。し

かし、各地点での砂中に含まれるマイクロプラスチック量のモニタリングでの活用に期待でき

る。
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佳作 
地学 

沖縄県立球陽高等学校 

比嘉 伊吹      三戸部 さくら    本永 結里乃     與儀 帆夏     與那嶺 遥 

沖縄本島中部で採取されるマンガンノジュールの生成過程について 

 
１. 目的  

・海成マンガンノジュールは深海調査とともに研究が進み、レアメタルとしての利用が期待さ

れる一方で、陸上で採集される陸成マンガンノジュールの研究は海成マンガンノジュール

のそれ程進んでいない。本研究では、陸成マンガンノジュールの成因や生成過程の解明を明

らかすることを目的とした。将来的には、陸成マンガンノジュールが鉱物資源として利用可

能かを検討していきたい。 
２. 方法  

・薄片観察 
・簡易ボーリング調査 
・ボーリング調査を行った地点の、マンガンノジュールを含む層とそうでない層の pH 調査 
・蛍光Ｘ線分析 

３. 結果  
・鏡下での観察では、陸成マンガンノジュール中に粘土鉱物などからなる層状構造と石英など

の岩片を確認できた。 
・簡易ボーリング調査より、同じ層内でも観察される陸成マンガンノジュールの大きさにばら

つきがあることがわかった。 
・㏗調査では、陸成マンガンノジュールを含む地層は、発見されなかった地層よりも中性に近

い値を示した。 
・蛍光Ｘ線分析の結果、陸成マンガンノジュールの主成分９割は MnO,SiO2,Al2O3,Fe2O3（含

有量順）で構成されることが分かった。 
４. 考察  

・蛍光Ｘ線分析結果により、今回採取した個体が鉄マンガン酸化物を主成分とする今回定義し

た陸成マンガンノジュールであることが確認できた。簡易ボーリング調査結果により、マン

ガンノジュール個体群の大きさを決定づける要因は生成期間ではなく周囲の土壌のイオン

化傾向だと考える。 
・沖縄の周辺環境、土壌の㏗調査結果から周辺土壌の還元が行われることで、マンガン等の酸

化が起こり、陸成マンガンノジュールが土壌中で生成されたと考える。また、このことから

今なお陸成マンガンノジュールが土壌中で生成が続いている可能性があることも考える。 
・さらに今後の調査が必要な項目として、陸成マンガンノジュールが産出する土壌と産出しな

い土壌の詳細な違いや、陸成マンガンノジュールの小さい箇所と大きい箇所の詳細な調査

を行い、それぞれにおいて諸物質量の差を確認したい。
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佳作 
産業 

沖縄県立八重山農林高等学校 

内原 七海               小濵 恋華               平良 鈴音 

中野 夏海                 屋宜 奏風 

地域の農産物を用いた六次産業の取り組み  

～焼酎の試験醸造～ 
 
１. 目的  

本校アグリフード科では、栽培、加工、販売を一貫して学んでいる。作物コースで栽培してい

るコメ、ベニイモ、キャッサバイモを利用し、六次産業化に向けた新しい加工品を考えた。今回

は、焼酎の試験醸造を行い、製品化に向けた評価を行うことを目的に行った。 
 

２. 方法  
焼酎の試験製造を行うために酒造免許を取得した。焼酎用の酵母を培養し、焼酎の醸造に用い 

た。 
米こうじを作り、一次もろみを仕込み、二次もろみの原料としてコメ（ひとめぼれ）、ベニイ

モ（沖夢紫）、キャッサバイモを使用した。 
   ３週間の醸造後、それぞれのもろみを蒸留し、蒸留時間とアルコール度数の変化を調査した。

また、原料に対するアルコール収得率を求めた。次に先生方にお願いして官能検査を行い、見た

目、香り、味について評価した。 
また、キャッサバイモについては、シアン化合物の毒性を調査し、安全性の確認を行った。 

 
３. 結果  

アルコール収得率は、コメ３４％、ベニイモ４９％、キャッサバイモ４４％であった。香りと

味の評価は、ベニイモが高かった。２回目の醸造では、どのもろみも回収率が約３０％となった。 
シアン化合物については、基準値１０㎎に対し、２．４㎎と安全性が確認された。 

 
４. 考察  

今回の結果より、アルコール収得率と官能検査の評価では、ベニイモを用いた焼酎が新しい製

品として有望であることが分かった。しかしながら、１回目の醸造では醸造期間中の室温が約２

５℃だったが２回目の醸造では３２℃だったことから、温度の影響で収得率が下がったと考えら

れた。 
今後は、温度条件、原料や水、醸造期間などの組み合わせを変え、収得率の向上と、地域の酒

造所と連携して石垣島の特産品を使った焼酎産業につなげることを目指す。
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佳作 
産業 

沖縄県立八重山農林高等学校 

新垣 玲亜         金城 華純             辻川 美羽         東蔵盛 音々 

古堅 美空                       迎里 愛夏 

地域の農産物を用いた六次産業の取り組み  

～ラム酒の試験醸造～ 
 
１. 目的  

本校アグリフード科では、栽培、加工、販売を一貫して学んでいる。作物コースで栽培してい

るサトウキビは、これまで黒糖を製造して販売していた。そこで、サトウキビを原料として、ラ

ム酒の試験醸造を行い、製品化に向けた評価を行うことを目的に行った。 
２. 方法  

ラム酒の試験製造を行うために酒造免許を取得した。ラム酒用の酵母を培養し、ラム酒の醸造

に用いた。 
原料は濃縮したサトウキビの搾汁液を用い、糖度を１５度、２０度、３０度、４０度、醸造期

間を２週間とし、蒸留してアルコール収得率を求めた。また、先生にお願いして官能検査を行い、

見た目、香り、味について評価した。 
酵母の培養期間が発酵液の糖度の減少に及ぼす影響についても実験を行った。 

３. 結果   
発酵液の糖度変化は、どの糖度設定でも約１０度減少した。また。どの糖度設定でも７日で減

少が止まった。 
   アルコール収得率は、どの糖度設定でも約３０％であった。また、官能検査は黒糖の風味と甘

さが感じられるという結果だった。 
酵母の培養期間が長くなると、１週間ごとに糖度の減少が１２．１度、９．４度、７．７度と

なった。 
４. 考察   

今回の結果より、サトウキビの濃縮液を用いたラム酒の製造では、発酵液の糖度設定について

は、糖度の減少が約１０度だったことから１５度、発酵期間は、７日で可能であることが分かっ

た。糖度があるにもかかわらず酵母の発酵が進まなかったのは、生産されたアルコールによって

酵母が死滅したと考えられたので、今後、検証する必要がある。 
官能検査では、黒糖の風味と甘さが感じられたということなので、発酵液の糖度設定と蒸留後

のラム酒の風味や甘さとの関係も調べる必要がある。 
培養した酵母は、培養期間が長くなると糖分の減少が少なくなることから発酵力の低下が起こ

っていると考えられた。 
ラム酒は、原料が濃縮液として冷凍庫で長期貯蔵ができること、１５度の糖度設定と７日間の

醸造期間で製造可能なことが分かった。焼酎の製造期間が３０日必要なことを踏まえると、新し

い産業として有望であると考えられた。
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佳作 
産業 

沖縄県立球陽高等学校 

仲宗根 亜希宗        下里 琉樹            高嶺 魁伸       大浦 晃生 

島袋 晃輔                   高嶺 航太 

植物工場における光の照射に関する研究 
 
１. 目的   

植物工場では人工光源を用いることから、通常の植物栽培に比べて多くの電力を消費する。

我々は光源を点滅させることで消費電力を削減しつつ、植物を効率よく成長させることを目的と

している。 
２. 方法   

短い時間間隔で光源の点滅を制御できる水耕栽培装置を作製した。栽培室を中央で 2 部屋に区

切り、光源の点滅時間に関してさまざまな条件下で植物を育てる実験を行った。 
   実験 1 では、実験装置の動作を確認するために照射間隔(on:off)を 18h:6h に設定した部屋を

用意し、シマナを栽培した。 
   実験 2 では、先行研究と同様の結果を得ることができるか確かめるために、照射間隔(on:off)

を 5s:5s と 12h:12h に設定した 2 つの部屋でミズナを栽培した。 
  実験 3 では、消費電力を抑えるために消灯している時間の割合を大きくし、照射間隔(on:off)
を 4s:6s と 12h:12h に設定した 2 つの部屋でミズナを栽培した。 

   実験 4 では、照射間隔の割合を実験 3 と等しく、かつ照射間隔を細かくしていくことでミズ

ナの成長が期待できると考えたため、照射間隔(on:off)を 2s:3s と 12h:12h に設定した 2 つの部

屋でミズナを栽培した。 
３. 結果   

実験 1 では観測 13 日目以降は、成長が見られず、白化した葉が見られた。 
   実験 2 では 12h:12h と 5s:5s において、12h:12h の伸びの平均が 5s:5s のものより大きかった

が分布は重なっている部分があり、先行研究と同様の結果を得た。 
   実験 3 では観測最終日における 12h:12h と 4s:6s の伸びの平均には差があり、12h:12h のデ

ータの分布が 4s:6s より高く位置していた。 
   実験 4 では観測最終日における伸びの平均、最大値を比較すると、どちらにおいても 12h:12h

と 2s:3s の数値はほぼ等しかった。 
４. 考察   

実験 1 では、結果から栄養不足であったこととシマナが水耕栽培に適していなかったことが

考えられたため、実験 2 以降はハイポネックス(肥料)を加え、水耕栽培に適したミズナを用いて

実験を行った。 
   実験 2、3、4 において、照射間隔が 12h：12h の部屋における成長を比較すると同様であった

から、各実験において光以外は同様の環境であったと考えられた。よって、実験 2、3、4 のデー

タは比較可能であると考えた。2s：3s の平均値が常に 4s：6s より大きく、最終的には 5s：5s よ

り大きくなっていることから、光の照射時間の割合を 10%抑えても、照射間隔を短くしていく

ことで、消費電力を抑えつつも最終的な伸びを大きくできると考える。 
   今後は、照射間隔の比率を on:off=2:3 で固定しながら照射時間を短くして、植物を栽培したと

きどのような成長が見られるか実験していきたい。加えて光を照射しない時間の割合を大きく

して実験を行いたい。
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入選 
物理 

沖縄県立那覇国際高等学校 

添石 幸之介             渡久地 政慶          友利 玲偉 

 LED光によるソーラー発電の研究 

１. 目的  
ソーラーパネルの発電の原理は一般的には、p 型半導体と n 型半導体の接合面に光（光子）が

当たることにより、衝突した光子のエネルギーによって電子と正孔が発生し、これらの電荷を帯

びた粒子（荷電粒子）が移動することにより電気が流れる。また、光（光子）のエネルギーと波

長の関係はＥ＝ｈｃ／λ ｈ：プランク定数、λ ：波長 、ν：光の振動数、ｃ：光の速度 
で表され、波長とは反比例の関係にある。そして、光は散乱し、青よりも赤の方が散乱しにくい

という性質がある。すると、同じ光（光子）でも波長が異なる時や距離により発電に違いが生ま

れるのではないかと疑問を持ち本研究を行った。 
２. 方法  

1:LED ライトを用い、距離の関係を調べる。 
2: LED ライトを用い、波長との関係を調べる。 

 
３.結果  

（1）白以外は 0cm から 10〜15cm まで発電量は増加し、10〜15cm からは減少していることが分

かった。また、白は 0cm から距離を長くするに従い発電量は減少することが分かった。 
（2）赤、青、緑の LED ライトでは緑の LED ライトが一番よく発電することが分かった。 

 
４.考察  

ソーラーパネルが発電した電圧は、色により差はあるが 10〜15cm の間で最も大きくなり、その

後比例的に小さくなっていることが分かる。これは、ソーラパネルは一箇所に集中して当てるより

も全体に当てる方が励起する量が増えることと、光は散乱するため、距離が長くなると同じ面積に

当たる光は減ることが関係していると考えられる。なぜ白色 LED ライトのみ 0cm で最大になる

のかという次の課題が見つかった。 
データを見ると白>緑>赤>青の順になっていることが分かる。このソーラーパネルでは太陽光に

含まれる緑色を主に利用していると考えられる。これは、地上に降り注ぐ光では緑色が一番多いこ

とが関係しているからだと考えられる。 
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入選 
物理 

沖縄県立那覇国際高等学校 

前門 花梨                  一安 朱音               世嘉良 茉楽 

赤青緑光の入射角の違いによるソーラーパネルの発電の研究 

 
１. 目的  

太陽は時間が経つと東から西へ移動する。そのため、固定されているソーラーパネルにあたる

太陽光の角度も時間によって変わる。角度によって発電量は変わるのかと疑問を持ち本研究を行

った。また、ただ白色電球のみで実験を行うのではなく、白色を含んだ 4 色の LED ライトを用

い、単色の場合と光を混ぜた場合の 2 つを研究した。 
 

２. 方法  
研究方法 1：1 色の LED ライトを用い、光源の角度とソーラーパネルの発電量の関係を調べる。 
研究方法 2：赤と青、赤と緑、緑と青の 2 色の LED ライトを用い、光源の角度とソーラーパネル

の発電量の関係を調べる。 
研究方法 3：赤と青と緑の 3 色の LED ライトを同時に用い、光源の角度とソーラーパネルの発電

量の関係を調べる。 
 

３.結果  
(1)1 色と 2 色の LED ライトの発電量はあまり変わらないが、3 色の LED ライトの発電量は大幅

に変動していた。 
(2)3 色の LED ライトを混ぜた時の発電量の方が単色の白色 LED の発電量よりも高かった。 
(3)赤色、青色、緑色の LED ライトの内、青色の LED ライトが一番発電量が高かった。 
 

４.考察 
(1)1 色と 2色の LED ライトの発電量はグラフがほぼ真っ直ぐであることから大きな変動がないこ

とを示しているが、3 色の LED ライトの発電量は 30°のときに大きく数値が下がっており、

大きく変動している。30°のときに大きく変動している理由として、銀紙で覆われていないソ

ーラーパネルの部分が長方形のため、3 方向から光をあてると、光が多くあたる色と少なくあ

たる色がでてしまうからだと考える。 
(2) 3 色の LED ライトを混ぜた時の発電量の方が約 0.3V 高かった。これは、白色の LED ライト

よりも発電量は低いものの、それが 3 つ集まる事により白色の LED ライトのみの発電量より

も高くなったと考える。 
(3)青色の LED ライトが約 1.2V であり、一番発電量が高かった。青色の波長が短く、エネルギー

が高いためだと考える。
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入選 
物理 

沖縄県立浦添工業高等学校 

赤嶺 綾介                            内間 怜智 

非接触で渦を作る装置の作成 ～渦を作る回転体の研究～ 

 
１. 目的  

どのような素材・形状がかくはんに適しているかを考察する。素材はアルミ円盤を使い，形状

は，コマ状のアルミ回転体を２種類作製し，ビーズを入れ視覚的にかくはんが見える様にした。 
２. 方法  

直径 90 ㎜のコマ状のアルミ回転体の説明（表１参照） 
コマ状のアルミ回転体①は，厚み 0.3 ㎜径 90 ㎜の円盤の上に径 38 ㎜アルミボタン５個をドー

ナツ型の回転羽根として取付け，中心にハトメ（アルミ）で固定し，コマ状にして回転させる。 
コマ状のアルミ回転体②は，厚み 0.3 ㎜径 90 ㎜の円盤の上に径 38 ㎜のアルミボタン５個を二

重に重ねドーナツ型の回転羽根として取付け，中心にハトメ（アルミ）で固定し，コマ状にして

回転させる。 
実験装置のコマ状のアルミ円盤による実験（図 1・表 1・写真 1 参照）水を入れたときのコマ

状のアルミ回転体①とコマ状のアルミ回転体②との比較実験。（ビーズを入れ回転の様子を視覚

的に見る） 
                             

         
表１               写真１ 

 
３. 結果  

コマ状のアルミ回転体①の場合，電源電圧を上げるとアルミ回転体が軽いため浮き上がってし

まう。そのため，渦電流による引き回す力が伝わりづらくなり回転が緩やかになるため渦がこれ

以上大きくならない。しかし，コマ状のアルミ回転体②では，アルミ回転体が重たいため浮き上

がることがなく，渦電流による引き回す力が持続的に伝わり底まで届くうずができると考察した。 
４. 考察  

さらに効率よくするためには，回転の中心を重たくする①。中心を固定し, 極板間隔を一定に

保つため容器の底に固定②する。 
   次回の実験では，上の①,②を考慮した回転体を作り，より効率の良く非接触でうずを作る装

置を作製したい。

電源電圧 4.0[Ｖ] 5.0「[Ｖ]

電源電圧 4.0[Ｖ] 5.0「[Ｖ]

コマ型アルミ 回転体① コマ型アルミ 回転体②

　厚み0.3㎜,径90㎜のアルミ円
盤上に径38㎜のアルミボタン５
個。（ドーナツ型）

　コマ状のアルミ回転体① 　コマ状のアルミ回転体②

　以下に示したような2種類のコマ型回転体を作り,①②どちらの回転体が良く回転するか,また水を
入れた場合で調べる。
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入選 
物理 

沖縄県立球陽高等学校 

佐久川 志歩        長嶺 和輝            仲真次 新菜        島尻 怜王 

最適な防音壁の形 
 
１. 目的  

私たちは現在の日本の騒音問題から、身近にある高速道路の先端がカーブした防音壁に興味を

持ち、壁の形状と防音効果の関係についての実験を行った。新幹線の防音壁についての先行実験

により、Y 字型の形をした防音壁は最も防音効果が高いとの結果があったため、私たちは特に Y
字型の分岐した間の角度(θ)に注目して、最も防音効果のある角度について実験、考察を行った。 

 
２. 方法  

木材と段ボールを用いて実際の高速道路の 10 分の１の縮尺模型を製作した。実験 1 では騒音

を 400Hz,1000Hz と設定し、それぞれの音の高さにおいてθについて 0 度から 90 度まで 15 度

ごとに変えたとき、壁がどれだけ防音できるか調べた。実験 2 では、騒音の高さを、

110Hz,220Hz,440Hz,880Hz とし、θについて 0 度から 90 度まで 10 度ごとに変えて実験 1 と

同様の実験を行った。 
 
３. 結果  

実験１において、角度による測定値の変化を各振動数で比較した。400 ㎐の測定値の変化は小

さく、1000 ㎐の測定値の変化は大きくなった。振動数によって、規則性があるのかを調べるた

め、実験２に至った。 
実験２において、各振動数３回測定した結果の平均を比較した。実験１と同様に振動数の小さ

い音において測定値の変化は小さく、振動数の大きい音の時に測定値の変化は大きくなった。騒

音が 110 ㎐の時の最適な防音壁の形は角度が 20 度の Y 字型、騒音が 220,440 ㎐,880 ㎐の時の

最適な防音壁の形は角度が 80 度の Y 字型であり、すべての振動数において効果があった防音壁

の形は角度が 80 度の Y 字型であった。880 ㎐を出した際、壁のない時の測定値より、壁を作っ

た時の測定値の方が大きくなった。 
また、どの振動数においても壁の高さが低い 90 度に近づくにつれてそく測定値は小さくなる

ことが確認できた。 
 
４. 考察  

実験１において、振動数の小さい 440 ㎐の時に角度による測定値の変化が小さかったのは、

振動数の小さい音は回折しやすい性質があるため、どの角度においても回折し測定値の変化が

小さくなったと考えられる。逆に、1000 ㎐の測定値の変化は大きくなったのは、振動数の大き

い音は回折しにくい性質があるためだと考える。実験２においても同様な結果が得られたのは、

このためだと考える。 
実験２において、880 ㎐を出した際、壁のない時の測定値より、壁を作った時の測定値の方が

大きくなったのは、模型の内側で共鳴が起きたためだと考えたが、その場合、振動数と波長の関

係から、振動数が 1/2 倍, 1/4 倍, 1/8 倍である 440 ㎐,220 ㎐,110 ㎐をだし出した際にも共鳴が起

きるため、共鳴のためではなく他の要因があると考える。 
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入選 
物理 

沖縄県立球陽高等学校 

大田 ルナミ       崎浜 空音             知名 彩夏       下地 天花 

新垣 瑛隆                     飯田 爽太 

物理的観点による英語話者の日本語発音の違い 
 
１. 目的  

グローバル化が進む現代の日本において、英語学習の需要は高くなり、英語の発音についての

研究は多くされている。しかし、日本語を母語としない日本語学習者の日本語の研究はあまりさ

れていない。そこで、日本語学習をより効率的なものにするため、英語話者の視点からの日本語

発音の研究に至った。 
２. 方法  

15 人(男性７人、女性 8 人)の英語話者、日本語話者(沖縄の人)からサンプル採取した。今回は

新型肺炎拡大防止のため、Hello Talk という言語学習アプリを使い英語話者のサンプル採取を行

った。 
音声サンプルをパソコンに落とし、Praat 音声解析アプリを使って、音を解析した。被験者に

は〝 むつこおばあさんがキットカットを作るのは簡単だった〟と言ってもらった。(外国の方

が発音しづらい言葉をえらんだ。) 
３. 結果  

実験１．英語話者、日本語話者一人ひとりの「あ」「い」「う」のフォルマント周波数（複合音を

分解した時にできる複数の正弦波の周波数のこと。周波数の低い順から第一フォルマント

周波数（F2）、第二フォルマント周波数（F1）と呼ぶ。FI が高いほど口の開きは大きく、

F2 が高いほど舌の位置は奥にある。）をグラフに表し、三点を線でつないだ。 
結果：日本語話者は三点を繋ぐと、直線になっているものも多い。また、英語話者は形にはばら

つきがあるが、どのグラフも三角形の形が日本語話者より顕著に表れている。 
実験２．フォルマント周波数の性差を調べるため、男性 7 人、女性 8 人ずつの散布図にまとめ

た。 
結果：同様にばらつきがあり、日本語学習に性差は関係がないことが分かった。 
実験３．実験２を踏まえて、性の区別をなくし、15 人全員のフォルマント周波数を一つの散布

図にまとめた。 
結果：日本語話者は「あ」の第一フォルマント周波数のばらつきが小さく、「い」「う」において

は、第二フォルマント周波数のばらつきが小さいことが分かった。 
４. 考察  

・日本語話者の「あ」は第一フォルマント周波数の幅が狭く、第二フォルマント周波数の幅が広

い。よって日本語話者は“あ”を発音するときは口の大きさをより意識して発音していると考

えられる。また、「い」「う」においては、第二フォルマント周波数のばらつきは小さい。よっ

て、「い」「う」」は、舌の位置を意識して発音していると考えられる。 
・実験１の、英語話者個々人のグラフを見ると、三角形の形が顕著であり、日本語話者は直線に

なるなど、ズレが生じている。その為、日本語話者は単語を発音する際、母音を意識して発音

しているわけではなく、子音や前後の言葉などの影響を受けて発音していると考えられる。今

後は子音などとの関係も含めて研究をしていきたい。
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入選 
物理 

沖縄カトリック高等学校 

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。その為には飛行機のような翼を用い

て水中を航行し、翼下に多数の装備を搭載出来る形状が良いと考え、昨年度までに水中での翼の

特性等のデータを得た。今年度以降は防水や制御技術の確立、遠隔制御実験等を行う。 
２. 方法   

昨年度までに得られた機体構造や水中での翼の特性のデータを基に、有線で遠隔制御可能な水

中探査機を製作し、実際に水中で制御を行い、挙動を観測する。また実際に装備(若しくは装備に

見立てた重り)を搭載し、装備搭載状態での挙動の観測を行う。また同時に、その実験を行う為の

防水機体を製作するため、所属する部活動と連携し 3D プリンター等の機械を活用する。 
さらに部活動での関連する活動と本研究をリンクさせ、それぞれの成果を互いにフィードバッ

クする事で効率化を図る。 
３. 結果   

まず遠隔制御に関しては、市販のコントローラーを改造した制御装置に接続した小型実験機を

製作し、遠隔制御を行う事に成功した。また部活動で 3D プリンターを繰り返し利用した事で

CAD を用いた設計技術を習得し、そこで製作した航空機の制御装置に上記の制御装置を用いる

事で本研究の制御装置のテスト運用を行った。この翼製作技術は引き続き本研究に活用される見

通しである。 
しかし防水の研究や実験を行おうとしたものの、感染症流行による休校等の影響を受け実験が

思うように行えず、水中での実験等が先送りになったため、今後の実験、研究を効率的に行う為

にプログラム言語 Python の習得や CAD 設計の練習等を行った。 
４. 考察  

防水については、設計技術が向上し 3D プリンターを用いて機体設計が可能と思われるため 
トライ＆エラーを繰り返しながら設計を行う事で可能であると考えている。 
これまでプログラムには C++を用いていたが、データ処理や機械学習に有利とされる Python

を習得した事により、さらに多様な実験を臨機応変に行う事が出来ると考える。 
   現在部活動で製作している飛行機のクオリティが徐々に発達してきており(翼桁や外皮を自作、

工学的な理論に基づいた翼型や機体の設計)、同じく翼を用いて制御を行う本研究の機体に十分に

応用可能であると考えている。 
   昨年度までは琉球大学のジュニアドクター育成塾に在籍していたが、本年度から高校生向けの

グローバルサイエンスキャンパスに在籍し、次年度に引き続き研究を行う事で今年度の遅れも挽

回できると考えている。
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入選 
物理 

沖縄県立向陽高等学校 

嘉数 広也 

靴裏のゴムの効果について 

 
１. 目的  

靴裏のゴム底にはさまざまなデザインで凹凸が刻まれている。ゴムの形状の違いが最大静止摩

擦力にどう影響を及ぼすのかを調べる。 
２. 方法  

① 重さを 2.0 キログラム、面積は 100 ㎠、ゴムは同じ種類にそろえ、形状をそれぞれ正方形、

正六角形、正八角形にしたゴム板３枚を用意し、を画用紙の上で糸を使って引き、大きさを

測定した。また測定後はゴム板の表面をアルコールが含んだ紙で拭き、ドライヤーでしっか

り水分を飛ばした。 
② ①の実験での考察をもとに３枚のゴム板と新た円の形を追加し、重さを 200 グラムにそろ

えなおし、斜面の上におき、それぞれの形状の板が滑り出す角度を測定した。測定後の処置

は①と同様。 
３. 結果  

①  正方形 12.5N 正六角形 12.8N でほとんど差は見られなかった。正八角形は 10.91N と小

さかった。 
②  円＞正方形＞正六角形＞正八角形の順で静止摩擦力が大きかった。 

４. 考察  
① はじめは湿度の問題により、差が生じていると思い、エアコンによって湿度を調整して実験

を行ったが、あまり効果が見られなかった。そこで、一定にすることが難しい人力で板を引

っ張っていることが問題だと思い、床の角度を使うことを考えた。また円の接地面をした板

を使えば多角形の角の数がどう影響するのかわかりやすくなると思った。 
② 正方形と円のゴム板を新しく作り直したので、正六角形と正八角形のゴム板とのゴムの状

態の違いが影響している可能性があるのではないかと考えた。
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

仲座 広菜              賀数 りち                   西表 帆南           宮城 花梨 

沖縄の農作物を使った保湿剤づくり 

～廃棄物に秘められた保湿効果とは！？～ 
 
１. 目的  

私たちは沖縄の農作物を使って、社会になにか貢献できないかと考えた。ビタミンは多くの果

物に含まれており、また、最近では化粧水等に配合されていることもある。そして、調べを進め

ていく中で、現在日本では食品廃棄物量の多さが問題視されていることを知った。これらの点に

着目し、果物の可食部のみでなく非可食部も、また、傷などにより商品化できない果物を使った

保湿剤作りに挑戦した。 
２. 方法  
① パイナップル・グアバ・シークワーサーの実と皮を、それぞれ濾し出したり擦り潰したりして、

液体状にする。 
② ①で作った液体とホホバオイルを、比率を変えて混ぜ合わせる。 
③ 切り餅に水分を含ませ電子レンジで温めて、柔らかくする。 
④ ③の上に②を塗ったり、③全体を②に浸したりし、質量をはかる。 
⑤ 3 日後、再度質量をはかる。 

３. 結果  
（塗る） 
●実：ホホバ＝1：1 ・蒸発量が一番少ないのはパイン、一番多いのはグアバ。 
●実：ホホバ＝2：1 ・蒸発量が一番少ないのはパイン、一番多いのはグアバ。 
●実：ホホバ＝1：2 ・蒸発量が一番少ないのはグアバ、一番多いのはパイン。 
（浸す） 
●実：ホホバ＝1：1 ・蒸発量が一番少ないのはシークワーサー、一番多いのはグアバ。 
●実：ホホバ＝2：1 ・蒸発量が一番少ないのはパイン、一番多いのはグアバ。 
●実：ホホバ＝1：2 ・蒸発量が一番少ないのはパイン、一番多いのはグアバ。 

４.考察  
〈浸す〉 

果汁のみの実験において三種類の果物を比較したとき、蒸発量が一番少なかったグアバが

最も保湿効果が高いと考えられる。グアバでは、果汁とホホバをどの比率で混ぜたものよ

りも果汁のみの蒸発量が少なかったので、保湿効果の高い成分が含まれていると考えられ

る。パインとシークワーサーでは、果汁とホホバをどの比率で混ぜたものよりも果汁のみ

の蒸発量が多く、パインは果汁：ホホバ＝2：1、シークワーサーは果汁とホホバが同比率

のとき最も効果的ではないか。 
〈塗る〉 

果汁のみの実験において三種類の果物を比較したとき、蒸発量が一番少なかったパインが

最も保湿効果が高いと考えられる。三種類の果物において、果汁のみより果汁とホホバの

混合の蒸発量が少なかったため、保湿効果が高いと考えられる。グアバでは果汁：ホホバ

＝1：2、パインでは果汁：ホホバ＝2：1、シークワーサーでは同比率のとき最も効果的で

あると考える。 
〈グアバの果汁と皮の比較〉 

すべての実験で果汁よりも皮の方の蒸発量が少なかったため、皮の方が保湿効果は高いの

ではないかと考えられる。
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

生沢 浩一                 加蘭 太一               久場 悠生 

土による生分解性プラスチックの分解能力の研究  

～分解能力の高い土を求めて～ 
 
１. 目的  

現在使われている生分解性プラスチックの性能や、土ごとの分解速度の差を調べることで最も

生分解性プラスチックを分解させやすい土が何か知ること。 
また、発酵食品(米麴)の生分解性プラスチックの分解に及ぼす影響について知ること。 
 

２. 方法  
実験は生分解性プラスチック製のストローを２㎝の長さに切り、バーミキュライトや腐葉土、

米麹等の土や発酵食品を入れたセルトレーにそれぞれ埋めて経過を観察する。観察は１か月間行

い、週に１回乾燥防止のために霧吹きで水をかけた。 
実験した土・発酵食品の組み合わせは以下の９種類である。 
・バーミキュライト      ・バーミキュライト＋園芸用の土 
・園芸用の土         ・バーミキュライト＋腐葉土 
・腐葉土           ・バーミキュライト＋燻炭 
・燻炭            ・バーミキュライト＋燻炭 
・米麹            ・バーミキュライト＋米麹 
また、実験においては実験前後の重量変化と目視による状態の変化の二つの観点から測定を

行った。 
 

３. 結果  
どの項目でも、実験前と比べて実験後の生分解性プラスチックの質量は減少していた。また、

燻炭単体での重量の減少が実験した９種の項目のうち最も大きく、分解能力の高さを期待されて

いた米麹や腐葉土の分解能力は予想に反してさほど高くなかった。 
また、どの項目でも目視で確認できる変化はみられなかった。 
 

４. 考察  
目視で確認できる変化こそ無かったが、どの項目でも重量の減少がみられたことから、微細な

範囲では生分解性プラスチックの分解が発生したのではないか。 
燻炭はアルカリ性であり、土壌改良等に用いられる素材である。燻炭や、それを含んだ土の分解

性能が高かったのは、燻炭がアルカリ性であるため生分解性プラスチックを分解する微生物の

働きが活発になったのではないか。 
一方で分解された質量が非常に小さかったのは、生分解性プラスチックが微生物の活動が活

発になる堆肥化施設などでの分解を想定しており、実験時の環境では微生物の活動が十分では

なかったからではないか。 
今後の展望としては、温度や湿度をより厳密に管理して実験を行い、微生物の活動に適した環

境下での、土の条件差による分解能力の差を測定できると考えられる。また、数か月あるいは数

年単位での長期的な実験を行うことでより正確なデータを得ることができると考えられる。
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

仲原 航生               名嘉 孝浩             仲村 吏生 

生分解性プラスチックの分解～土壌への影響～ 

 
１. 目的  

生分解性プラスチックが土壌で分解され、環境に良いと注目を浴びている事を知り、生分解

性プラスチックが分解された土壌は元の土壌と同じような環境になるのか、またもし違うのな

ら土壌にどのような影響を与えているか興味をもち、自分達で調べて明らかにしたいと考えた。 
２. 方法  

牛乳に含まれているカゼインというタンパク質をレモン果汁による酸を加えることによっ

て沈殿させ、圧力をかけながら乾燥させることでカゼインが結びつき、硬くなっていく。 
3 種類の牛乳と 2 種類の豆乳、計 5 種類の飲料を用いて生分解性プラスチックを作成し、そ

れらを分解させた土壌に植物(二十日大根)を植え、生育にどのような影響が出るのかをそれぞ

れ調べる。 
３. 結果  

生分解性プラスチックは、牛乳由来のもの、豆乳由来のもの共に分解の過程で周りに土の塊

ができて、そこから柔らかくなった。2 週間後には分解が進むものと変化があまり見られない

ものに分かれた。 
分解のされやすさは無脂肪牛乳由来のもの＞低脂肪牛乳由来のもの＞成分無調整牛乳由来

のもの＞無調整豆乳由来のもの＞調整豆乳由来のものの順だった。 
植物は無調整豆乳由来の生分解性プラスチックを分解させた土壌以外では順調に発芽し育

ったが、無調整豆乳由来の生分解性プラスチックを分解させた土壌では発芽しなかった。 
４. 考察  

分解された過程を見ると脂肪分が少ないものがより分解されていることから脂肪分が分解の 
妨げになっているのだと考察した。 
また、植物は生分解性プラスチックがある程度分解された土壌では生育出来るが、あまり分

解されていない土壌では生育出来ないことが分かった。

－ 333 －



 
 

入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

崎濱 光希                銘苅 達也            冝保 優雅 

粉塵爆発の爆発条件と対策 
 
１. 目的  

近年、家庭内での事故や屋外のイベントなどで「粉塵爆発」による事故が発生しているという

ことを耳にする機会が増えた。この「粉塵爆発」の発生要因が「粉塵＋着火源」であることから、

私たちの身の回りでは比較的発生しやすい爆発現象であるのではないかと考えた。そこで、「粉

塵爆発」の発生要因と原理、爆発の規模が大きくなる条件を実験によって調べ、この事故をなく

すために対策できることは何か考察していく。 
２. 方法  

・身近にある物質（薄力粉、グラニュー糖、餅粉）を用いて人工的に粉塵爆発を発生させ、その

規模、諸条件を変化させたときの結果の変化などをデジタルカメラと研究ノートを用いて記

録する。 
・記録によって得られたデータを数値化し、表計算ソフトなどを用いて統計・分析する。 

３. 結果  
・研究 1 において、粒径の小さな薄力粉が激しい粉塵爆発を起こしたことから、「粉塵の粒径 が

小さいほど大規模な粉塵爆発が発生する」という点については、正しいと言えると考える。た

だし、粒径を小さくしても、グラニュー糖は粉塵爆発を起こさなかった。また、試料をそれぞ

れ 5〜15g ずつに分けて粉塵爆発させていったところ、やはり粉塵が多いほど粉塵爆発は起き

やすく、爆発の規模も大きくなると考えられる。最も大きい爆発を起こした試料が「餅粉」で

あり、餅粉がもとよりサラサラとした感触で、湿度による影響が小さかった。また、爆発の規

模としては、最も大きくなったのが「餅粉」、その次に「薄力粉」でグラニュー糖は爆発しな

かった。 
４. 考察  

私たちの着眼点である「ろうそくの本数（着火力）」については、増やしていくとそれに伴って

爆発の規模も大きくなっていったので、最初の仮説「粉塵と着火源の火の触れる面積を増やすこ

とでより大規模な爆発が起こる」は、正しいと言えるのではないかと考える。また、今回最も大

きい爆発を起こした試料が「餅粉」だったのは、餅粉がもとよりサラサラとした感触で、湿度に

よる影響が小さかったため、より引火しやすい状況にあったからだと考えられる。今回の研究を

総合的に考えると粉塵爆発が起こりやすい条件は、「空気中に粒径が小さくて軽い粒子が乾燥し

ている状態で一定濃度以上浮遊している」ことであると考えられる。このことより、逆に粉塵爆

発が起こりにくい条件は、「気体中に舞っている粉塵が比較的大きく、湿気を帯びた状態の粉塵

がある粒子が一定濃度以上浮遊している」ことであると言える。私たちが粉塵爆発の対策として

できることは、たとえキッチンで調理していたとしてもキッチン内でできるだけ火器から離れた

ところで行うということ、調理中の換気の徹底、火器の扱いに慎重な注意を払うことといった初

歩的な事を徹底していくことである。
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沖縄県立開邦高等学校 

平瀬 優輝子              泉 有里               新城 美咲 

植物色素による紫外線吸収効果 
 
１. 目的  

現在の環境問題の一つであるサンゴの白化現象の主な原因は、日焼け止めに含まれる化学物質

であることが知られている。自然由来の成分で日焼け止めを作ることでこのような現状を改善す

ることが出来るのではないかと考えた。そこで、植物色素に紫外線を吸収する作用があることに

着目し、紫外線吸収に有用な色素を研究することで、環境にやさしい日焼け止めの開発に活かす。 
 

２. 方法  
＜実験１＞４種類の植物色素を含むと言われる植物からそれぞれの色素を抽出し、シャーレに  

５ml と１０ml の場合に分けてそれぞれ量りとる。そのシャーレに暗所でブラックライ

トを当て、ＵＶルックス計で紫外線吸収量を 5 回ずつ計測する。 
＜実験２＞市販の日焼け止めの効果を調べる。三種類の異なる日焼け止めをシャーレに薄く塗り、

暗所でブラックライトを当ててＵＶルックス計でそれぞれの値を計測する。 
 

３. 結果  
紫外線吸収量は透明なシャーレを置いたときに通過した紫外線量と色素の抽出液を通過した

紫外線量の差をとったものとする。 
クロロフィル（５ml）の紫外線吸収量の平均は 0.21mW/㎠ 
クロロフィル（１０ml）の紫外線吸収量の平均は 0.37mW/㎠ 
アントシアニン（５ml）の紫外線吸収量の平均は 0.18mW/㎠ 
アントシアニン（１０ml）の紫外線吸収量の平均は 0.29mW/㎠ 
カロテノイド（５ml）の紫外線吸収量の平均は 0.01mW/㎠ 
カロテノイド（１０ml）の紫外線吸収量の平均は 0.03mW/㎠ 
ベタレイン（５ml）の紫外線吸収量の平均は 0.03mW/㎠ 
ベタレイン（１０ml）の紫外線吸収量の平均は 0.13mW/㎠ 

市販の日焼け止めを用いた場合はほぼ完全に紫外線が吸収された。 
 

４. 考察   
実験１の結果より、それぞれの色素を含む溶液の量を５ml から１０ml に増やすと紫外線吸収

量は増加していることから、紫外線吸収量は色素量に比例すると考えられる。また、クロロフィ

ルの紫外線吸収量が最も多く、次いで大きい順にフラボノイド(アントシアニン)、ベタレインと

なり、カロテノイドはほとんど紫外線を吸収しないことが分かった。調べた結果、ベタレインは

非常に不安定な性質であり、カロテノイドも熱、光、活性酸素などにより分解や異性化を受けや

すいことが分かった。このことから、今回実験に使用した抽出液も化学反応が起こっていた可能

性が考えられる。よって、色素の中でクロロフィルが日焼け止めの成分として有効であると考え

られる。 
しかし、実験２の結果より、市販の日焼け止めの紫外線吸収量が高いことがわかる。よって、

今後クロロフィル色素の濃度を高め、実験を行うことで市販の日焼け止めに近い効果を得られる

ようになるのか継続研究が必要である。
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仲村 芭奈              山城 光             與那嶺 菜々子 

ダニエル型電池の電圧の変化  

～授業の延長線上にある未知の世界～ 
 
１. 目的  

高校化学基礎の教科書に記載されている代表的な酸化剤・還元剤をダニエル型電池として電圧

を測定し、その変化を調べる。 
２. 方法  

・使用した器具：丸型タッパー、素焼き容器、電圧計（PASCO wireless voltage PS-3211)、  

iPad(測定記録用)、白金メッキチタン電極 
・使用した試薬：0.02mol/L 過マンガン酸カリウム KMnO4 水溶液、2mol/L 希硫酸 H2SO4、

3％過酸化水素水 H2O2、0.1mol/L ヨウ化カリウム KI 水溶液 
・操作：①丸型タッパーに素焼き容器を入れる。素焼き容器の中に酸化剤（硫酸酸性）、外側に        

還元剤を入れる。 
②チタン電極を電圧測定器に繋ぐ。チタン電極の陽極を酸化剤に、陰極を還元剤に入れ

て電圧を測定する。 
３. 結果 

乾電池（基準として） 約 1.55V でほぼ一定。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４.考察 

・反応に関わるイオンの種類が多いほど長時間電圧を保つことができる。 
・想定していたより長時間にわたり反応が進行しており、教科書に記載されている以外の酸化還

元反応も起きていると考察できる。 
・乾電池より複雑な反応が起きていると仮定したが、比較実験より乾電池と同程度の反応が進行

していることが分かった。 
＜課題＞ KMnO4(硫酸酸性)と KI の実験をさらに長時間測定し、他の２つの結果と同様に急激

に電圧が下がるかを調べる。また、条件を変えて想定している反応が実際に起きている

かを検証する。 

酸化剤 KMnO4(硫酸酸性) KMnO4(硫酸酸性) H2O2(硫酸酸性) 

還元剤 KI H2O2 KI 

結 果 

約 0.89V で最大。そ

の後緩やかに下が

り、10 時間後には約

0.77V になった。 
KMnO4 溶液の液面

に薄い膜が張ってい

た。 KMnO4 溶液が

紫色から無色にな

り、黒色の沈殿がで

きた。 KI 溶液は無

色から薄い褐色にな

った。ヨウ素が付着

していた。臭いがあ

った。 

約 0.68V で最大。約 10
時 間 で 0.55V か ら

0.20V まで下がった。

その後緩やかに下がり

続けた。 
KMnO4 溶液が無色に

なり、黒色の沈殿がで

きた。気体が発生した。 
KMnO4 溶液の液面に

薄い膜が張っていた

が、すぐになくなった。

H2O2 の色は無色のま

まだった。 

約 0.24 V を最大に緩

やかに下がった。約 5
時間で約 0.10V から

約 −0.30V まで下が

り、その後ほぼ一定だ

った。 
H2O2(酸化剤 )のとこ

ろに気泡があった。

H2O2 は薄い褐色にな

った。 KI 溶液は褐色

に変化した。ヨウ素が

素焼き容器に付着し

ていた。臭いがあっ

た。 
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沖縄県立開邦高等学校 

喜久川 優佳                 草野 美子                 垣花 佳南 

モズクからのアルギン酸の抽出 

 
１. 目的   

Ooho!の素材となるアルギン酸を沖縄県産のモズクから抽出する。 
２. 方法  

方法① 
（１）オキシドールで脱色したモズクを炭酸ナトリウム水溶液（1.6 ㏖／L）に一晩浸したモズ

クの抽出液をろ過する。 
（２）抽出液に希硫酸（0.1 ㏖／L）を加え、析出したゲル状のアルギン酸をろ過、洗浄したも

のに水酸化ナトリウムを少しずつ加え、完全に溶かし、アルギン酸ナトリウム水溶液とす

る。 
（３）（２）のアルギン酸ナトリウム水溶液に多量のエタノールを加えると、アルギン酸ナトリ

ウムの白い沈殿ができるので、取り出して、ろ紙で水分を取り除き風乾する。 
方法② 
（１）藻体中のアルギン酸を可溶化するために、炭酸ナトリウム（0.5mol/L） 

を 200ml 加え加熱したあと、抽出液をガーゼでろ過する。 
（２）６㏖/L の塩酸を（１）のろ液に加え、pH＝１となるまで加える。 
（３）（２）をろ過し、ゲル状のアルギン酸を取り出し、蒸留水で洗浄する。 
（４）（３）のアルギン酸に水酸化ナトリウム水溶液を少しずつ加え、ゲル状のアルギン酸を完

全に溶かし、アルギン酸ナトリウム水溶液とする。 
（５）（４）の液に多量のエタノールを加えてアルギン酸ナトリウムの白色沈殿を生成させる。 
（６）（５）の液をろ過し、アルギン酸ナトリウムを取り出し乾かす。 

３.結果  
方法①：モズク 6g を使用してアルギン酸を抽出することは出来なかった。 

失敗の原因を特定するため、実験方法を方法②に変え、昆布との比較実験を行った。 
方法②：昆布 33g からはアルギン酸を 5.3g、アルギン酸ナトリウムを 2.7g 抽出することが出来

たが、モズク 6g、50ｇからは何も得られなかった。 
４.考察  

昆布は、褐藻類であり、アルギン酸が多く含まれている。しかし、モズクは昆布と同じ褐藻類だ

がアルギン酸の含有量が少ないため、析出しなかったと考えられる。 
モズクは昆布と比べてアルギン酸の含有量が少ないため、モズクからアルギン酸を抽出し、

Ooho!を作るのを、工業化するのは、効率が悪いため、難しいと考えられる。
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

安仁屋 紫月        新垣 英玲奈                鈴木 芹菜        棚原 綾音 

紙すきを通して古紙の再利用をもっと身近なものに 

１.目的  
近年、地球温暖化が進む中で私たち高校生にも出来ることは何かを考えた。環境保護の観点に

おいて必要な「古紙の再利用」を、紙すきを通して身近なものにするために今回の実験を行った。

また、以前ニュースで飲食業界において紙ストローの需要が高まっていることを知り、紙ストロ

ーの材料にできる耐水性のある紙を作ろうと思った。 
２.方法  

まず初めに使用する接着剤の量を変えて紙すきを行い、出来た紙の水につける前後での質量の

変化率を比較する（実験１）。次に使用する接着剤の種類を変えて紙すきを行い、同様に変化率を

比較する（実験２）。実験 1，2 の結果をもとに最も耐水性の高い紙を作るのに必要な接着剤の量

と種類を考察する。 
３.結果  

実験１では洗濯糊 15g の場合が最も変化率が小さかった。 
片栗粉 2.5ｇ、10ｇ、15ｇいずれにおいても他の実験と同じ時間では乾かすことができず、3

回目以降の紙の作成が困難であったため、水 400ｇあたり片栗粉 20ｇでの実験は不可能である

と判断した。実験２では片栗粉 15ｇの場合が最も変化率が小さかった。糊の量が増えるのに従

って変化率も小さくなっていった。 
４.考察  

平均的に重さの変化率は糊の量が増えるのに従って小さくなっていくのがわかった。これは、

糊によって紙の繊維同士の結びつきが強くなり、水につけたときに解けにくくなったためと考

えられる。 
片栗粉が最も変化率が小さかったことについて、片栗粉はデンプンであり、デンプンは水中で

加熱すると糊化し水溶性になるが、糊化したデンプンを放置しておくと固くなり再び不溶性と

なる「老化」という現象が起こる。この実験では紙にアイロンをかける過程で糊化が起こり、そ

の後、紙を冷ましたことで老化が起こって固く、水を吸収しにくくなったものと思われる。 
同じくデンプンを材料とするフエキ糊の方が耐水性が低かったのは、デンプンの種類の違い

であると考えた。イモ類由来のデンプンは穀物由来のデンプンよりも糊化しやすく、さらに粘度

が強いという特性がある。フエキ糊はとうもろこしデンプン、片栗粉は馬鈴薯デンプンでできて

いたために、このような結果になったのではないか。 
当初の目的であったストローを作ることは出来なかったが、可食の片栗粉を用いた紙ストロ

ーであれば、プラスチックに取って代わることができるのではないかと思う。 
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入選 
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沖縄県立開邦高等学校 

屋良 じゅえる               松尾 理子             深沼 乃衣 

身近な植物を用いたアロマスプレーの開発 
 
１. 目的  

身近な植物の性質を用いたオリジナルアロマスプレーを作り、日常生活に活用する。 
２. 方法  

① クエン酸と水でアロマスプレーの元を作り、そこに植物ごとに抽出したアロマチンキを混

合する。アロマチンキは、使う植物を乾燥させ、それらをアルコール濃度４０％のエタノー

ルに２週間つけ込むことで、エタノールに植物の成分を抽出したものを使った。また、植物

はヨモギ、ゲットウ、シークヮサー、レモングラス、シソを使った。 
② アロマスプレーの元にアロマチンキを混ぜ、アロマチンキの濃度が 1％、3％のアロマスプ

レーをつくる。同様にアロマスプレーの元に濃度 40％のエタノールのみを混ぜたスプレー

も作る。それらをアンモニア水（0.1mol／L）が入った密閉袋の中に 10 回ずつ吹きかけ、

袋を密閉して 30 分おく。 
③ ガス採取器（※）を用い、密封袋に残留するアンモニア量を測定する。 
④ それぞれの結果を比較する。 
※ガス採取器(北川式)は、特定の物質が空気中にどれくらい含まれているかを計測するものであ

る。予備実験として、「火は酸素を使って燃焼するため、火に近い場所の方が酸素の量は少な

くなる」ことを利用して、火に近づけた場所と火から遠ざけた場所での空気中の酸素を計測し

た。結果は、火に近づけた場所の方が酸素の量は少なかったため、正確に気体の量が計測でき

ると判断し、今回の実験にも使用しようと考えた。 
３.結果  

エタノールのスプレーを吹きかけた密封袋からはアンモニアが 20ppm、ヨモギで作ったアロマ

スプレー（濃度 1％）を吹きかけた密封袋からはアンモニアが１ppm 検出されたが、その他は全て

アンモニアが検出されなかった 
４.考察  

エタノールのみではアンモニアが検出されたが、アロマスプレーではアンモニアが検出されな

かったことから、アロマスプレーによってアンモニアが検出されなかった原因は、アロマチンキが

アンモニアを他の物質へと変化させたと考えることができる。よって、エタノールにはアンモニア

を他の物質へ変化させる性質はないが、アロマチンキにはアンモニアを他の物質へ変える性質が

あると考えることができる。また、ヨモギのアロマチンキ濃度１％のスプレーでは少量アンモニア

が残っていたが、ほかの植物のアロマスプレーではアンモニアが全く検出されなかった。このよう

に、使用した植物の種類の違いでも若干結果に差があることから、植物本来の性質の違いが結果に

表れたのではないかと考えることができる。今後の課題としては、アロマスプレーにおけるアロマ

チンキの濃度が高すぎたことから植物による違いを示すことができなかったことがあげられる。

加えて、もっと植物の種類を増やした実験、植物同士をブレンドした実験を継続研究したい。
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沖縄県立開邦高等学校 

寺瀬 優希          金城 凌平              岡部 修        古波 佳樹 

納豆から生分解性プラスチックを作る 
 
１. 目的  

納豆から生分解性プラスチックの成分であるポリグルタミン酸を抽出し、その性質を調べるこ

とで日常生活に応用できるか考える。 
２. 方法  

使用した実験材料：納豆、エタノール、蒸留水 
実験１ 納豆からエタノールを用いてポリグルタミン酸を抽出し、土中で 

分解されるか否かを調べる。 
実験２ ポリグルタミン酸が海水中で分解されるか否かを調べる。 
実験３ ポリグルタミン酸が紫外線により硬化するか調べる。 

３. 結果  
実験１ 土の中に入れたポリグルタミン酸は完全に分解されていた。ラップを巻いて土の中

に入れたポリグルタミン酸と、空気に触れさせていたポリグルタミン酸は、分解され

なかった。 
実験２ 海水に入れたポリグルタミン酸は海水の底に沈殿した。塩水に入れたポリグルタミ

ン酸と普通の水に溶けたポリグルタミン酸は溶媒中に溶けた。また、ポリグルタミン

酸は時間がたつごとに水分を吸っていたが水を吸収する速度は早い順に普通の水、塩

水、海水だった。 
       さらに、一週間たった後それぞれの臭いを嗅ぐと、普通の水と塩水に溶けたポリグル

タミン酸からはあまり臭いが無かったのに対し、海水中のポリグルタミン酸からは強

い腐卵臭を感じた。 
実験３ 暗室の物はボロボロになり、紫外線を浴びた物は樹脂となった。 

４. 考察  
実験１ 納豆からエタノールを用いて抽出したポリグルタミン酸は、空気中の気体による分

解や自然分解はせず、土の中の微生物により分解されたと考えられる。 
実験２ 普通の水と塩水の中のポリグルタミン酸はそのまま溶けたが、海水中のポリグルタ

ミン酸はいくつかに分解して底に沈殿したことから、海水中のプランクトン等の微生

物がポリグルタミン酸を不溶性にする作用を行ったと考えられる。 
また、ポリグルタミン酸の水分吸収の早さの差異は、それぞれの溶媒中の水以外の物

質の含有率によって決まったと思われる。つまり塩水は溶媒中の塩化ナトリウムが、

海水は海水中の物質や微生物がポリグルタミン酸の水分吸収を抑制したと考えられ

る。さらに、海水中のポリグルタミン酸から強い腐卵臭がしたことから、海水中の微

生物と何らかの化学反応をして、腐卵臭を発する硫黄化合物または窒素化合物を生成

したことを表している。このことは微生物が塩化ナトリウム等の無機物と違いポリグ

ルタミン酸に確実に作用していることを表している。 
実験３ 紫外線を浴びた物は圧力によって任意の形に成形できたことから、樹脂になったと

考えられる。さらに加熱を続けると硬化した事から、プラスチックの一種である熱硬

化性樹脂になったと考えられる。
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入選 
化学 

沖縄県立北山高等学校 

赤嶺 優輝       玉城 憂人      渡邉 鼓太朗       新城 航也     新垣 柊人 

真栄田 星花海       山口 宙         比嘉 智也 

北山高校周辺河川の水質調査Ⅳ（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、今年の 2～3 月に再び瀬切れした。今年は継続調査を実施し、過年度の結果

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 は大井川の St.3(22.0mg/L)とジニンサ川の St.3(13.8mg/L)とで高かった。PO４３－と

NH４＋、NO２－はジニンサ川の St.3 で特に高かった。NO３－はジニンサ川の全地点で高かっ

たが、特に St.3 で最も高かった（22.8mg/L）。湧水である志慶真川 St.1（親川）では硝酸イオン

は平均 1.0mg/L であり、同じ湧水のジニンサ川 St.6(9.00mg/L)と比べて低かった。透視度は大井

川の St.3 及びジニンサ川の St.3 で低くなることが多かった。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。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。ジニンサ川では

St.3 が最も水質が悪く、この傾向は 2018 年にも確認されている。St.3 は学校付近の地点であり、

住宅地も多く家庭排水の流入が見られ、且つ、畑に接しているため、降雨時に肥料等が流入して

いる可能性がる。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（幸地、1992 年）。

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 

沖縄県立球陽高等学校 

山城 夕依        桃原 嬉        山添 砂綺       来間 偉琉     國吉 優太 

オリーブオイルとその構成脂肪酸による毛髪の強度回復 
 
１. 目的  

世代に関係なく、女性にとってヘアースタイリングへの関心は、ファッションの一部であり、

自分を表現する方法の一つである（岡本、池田、2013）。さらに今日では、男性も美容に対して

熱い関心を集めているため、ヘアケア製品の需要はますます高まっている。しかし、毛髪に関し

ての研究はあまり進んでいないことに加え、店頭に並ぶヘアケア製品の具体的な成分とそのはた

らきについてはほとんど知られていない。 
   そこで私達は、身近に存在し、ヘアケア製品の成分としても含まれることが多いオリーブオイ

ルとオリーブオイルを構成する不飽和脂肪酸に着目し、そのはたらきについて知ることを目的と

して研究を始めた。 
２. 方法  

① 毛髪に重力負荷をかける装置を作成した。負荷をかけるため、毛髪の両端にネオジム磁石を

取り付け、おもりのフックの部分を同様にネオジム磁石で挟み鉄製スタンドに吊るし、毛髪

の耐久性を確認した。 
② 毛根から 15 ㎝の長さで切り取った毛髪を、160 度に熱したヘアアイロンで 10 回熱を与え、

熱処理をしていない毛髪と比較した。その後オリーブオイル、オレイン酸、リノール酸にそ

れぞれ 10 分間浸漬処理し、熱処理した毛髪との比較を行った。 
③ 断面付近を光化学顕微鏡で観察した。 

３. 結果  
・熱処理することで、強度の低下がみられた。 
・オリーブオイルおよび各種脂肪酸浸漬処理によって強度の回復が見られた。 
・断面図にはそれぞれ違いがみられた。 

４. 考察  
毛髪の表面のキューティクルに含まれるケラチンの主成分のシスチンは、ジスルフィド結合で

結合している。しかし、熱処理を行うことによって、この結合は切断され、毛髪内部にあるコル

テックスにまでも熱が伝わってしまう。そのため、タンパク質の２次構造（αヘリックス構造）

が熱変性によって破壊される場合や、毛髪内部のタンパク質が部分的に変性して、空洞化してし

まうことが考えられる。それにより熱処理を行った毛髪は強度が低下する。強度回復の要因とし

ては、オレイン酸は細胞膜複合体（CMC）の類似成分であり、キューティクルの層の接着、コル

テックスどうしの接着を促していると考えられる。 
さらに、タンパク質と科学的に結合する脂質が毛髪の表面にあることから、熱変性したタンパ

ク質とオレイン酸とリノール酸がそれぞれ結合し、強度を高めていると考えられる。 
断面図の違いとして、熱処理を行った毛髪は内部の空洞が多く脆い。そのため、負荷をかけた

場合、伸びることなく切断してしまい、くぼみが発生しなかったと考えられる。オリーブオイル

及び、各種脂肪酸に浸漬処理した場合、毛髪はタンパク質との結合などにより負荷をかけたさい

に伸びが生じた。その最中に毛髪が切断され、その反動で弾性力がはたらき、内部にふくらみが

できたと考えられる。 
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入選 
化学 

沖縄県立球陽高等学校 

木下 颯太      石川 智清        末吉 敦喜      宮川 琉音     比嘉 じゅえり 

沖縄の水道水の硬度と石鹸の泡立ちの関係性 

１. 目的  
私たちは、先行研究を見て沖縄県の水道水は「石川・西原浄水場管轄」と「北谷浄水場管轄」

で硬度に違いがあり、硬度にはカルシウム硬度とマグネシウム硬度があり、硬度によって石鹸の

泡立ちが異なることを知った。しかし、先行研究では、硬度と石鹸の関係性違いが明確になって

おらず、関係性が曖昧だったため、私たちはその関係性に興味を持ち調べることにした。 
関係性が曖昧だった原因として、実験回数が少なかったことや、石鹸の泡立ちの確認方法が曖

昧だったこと、カルシウムイオンとマグネシウムイオンに分けて調べられていなかったことが考

えられる。これらの先行研究を改善するために、全硬度だけの測定ではなくカルシウム硬度とマ

グネシウム硬度を分けてそれぞれ測定し、それぞれの泡立ちの関係について調べた。また、泡立

て方を変えたり、石鹸の滴定で硬度との関係を調べたりして、具体的な数値化を目指すことにし

た。 
２. 方法  

実験１：各地で採水した水道水の硬度(全硬度･カルシウム硬度･マグネシウム硬度)を調べる。 
実験２：地域ごとのそれぞれの水道水の石鹸の泡立ちを調べる。 
実験３：全硬度だけの測定ではカルシウム硬度とマグネシウム硬度の割合が石鹸の泡立ちに及

ぼす影響がわからなかったため、カルシウムイオンのみと、マグネシウムイオンのみ

を含む水溶液を作る。 
実験４：それぞれの水道水の泡立ちに必要な石鹸の量を、滴定で求める。 

３. 結果  
硬度と泡立ちに必要な石鹸水の量は比例関係にある。カルシウムイオン（塩化カルシウム水溶

液）の量の方が、マグネシウムイオン（塩化マグネシウム水溶液）より泡立ちに必要な石鹸水の

量が多いことが分かった。 
４. 考察  

試料水は硬度が大きくなっていくのにつれて泡立ちに必要な石鹸水の量は増えているので、硬

度と泡立ちに必要な石鹸水の量は比例の関係にある。また、塩化カルシウム水溶液と塩化マグネ

シウム水溶液の石鹸の泡立ちに必要な石鹸水の量には差があることが分かった。マグネシウムイ

オンが多く含まれている水の方が石鹸は泡立ちやすいと考えられる。全硬度 0 の時、測定不可だ

った原因は標準石鹸液に含まれているエタノールであると考えられる。全硬度 200 の時、比例関

係になかった事から石鹸滴定には限界があるのではないかと考えた。 
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入選 
化学 

沖縄県立球陽高等学校 

石原 莉子             糸洲 柚杏                  木戸 愛海        古波蔵 竜大 

比嘉 妃樺                       當眞 らん 

生分解性プラスチックで 

『食品ロス』や『プラスチックゴミ問題』を解決しよう！ 
 
１.目的  

先輩方の先行研究の中での不明な点を改善し、先輩方がたどり着けなかった。廃棄食品からポ

リ乳酸（生分解性プラスチック）作成までの一連の流れを確立するために研究を行うことにした。

特に、コンビニ等の食品ロス問題も考慮し、廃棄される食品の材料を出来るだけ有効活用するこ

とを意識しながら、生分解性プラスチック作りに取り組むこととした。 
２.方法  

過程１：廃棄されるご飯（デンプン）を、効率よくブドウ糖にするための分解酵素を持った野   

菜を調べる。 
過程２：「過程１」で、ご飯（デンプン）から得たブドウ糖を乳酸にするために、ホモ発酵を

する乳酸菌をもった食品を探しだす。 
３.結果  

過程１の実験結果より、デンプンのみの溶液よりも野菜の酵素液を入れたほうが大きな値を示

したことから、野菜の酵素液が働いて、糖の量が増えたことがわかる。また、ニンジンの値がダ

イコンよりも大きくなった。このことからニンジンに酵素が一番多く含まれている事がわかる。

しかし、ニンジンは甘いため、元々野菜に含まれている糖が結果に影響している可能性も考えら

れる。また、ダイコンをすり下ろした後、長時間放置したことにより、糖分解酵素が失われた可

能性が考えられる。 
過程２の実験結果より、明治プロビオヨーグルト R-1、明治プロビオヨーグルト PA-3 もヤク

ルトと同様の液体タイプを使用したが、2 つの表からヤクルトのコロニー数が 1 番多いことが分

かる。 
４.考察   

過程１の実験においては、酵素液によるブドウ糖の分解量を正確に測るために野菜の元々の 
ブドウ糖量を測定し、その値と今回の実験で求めた値を比較する必要がある。また、ダイコンは

放置すると辛みがなくなるため、時間の経過によって糖分解酵素が失われると私たちは考えた。

そこで、全ての野菜をすり下ろしてすぐにソモギー・ネルソン法を用いることで、放置する時間

を短くした後に糖の定量を行う。さら、過程２の実験を通して、ヤクルトの乳酸菌量が多いこと

が分かった。そのため、ブドウ糖の発酵にはヤクルトの乳酸菌を使って、糖分解酵素を用いて分

解されたブドウ糖で乳酸を作ることが可能かを確かめていきたい。

－ 344 －



 
 

入選 
化学 

沖縄県立球陽高等学校 

喜久山 永飛         キー 円花                 田場 千愛里           玉元 彩音 

仲宗根 愛                  横山 馨 

鉄(Ⅱ)イオンの溶出 ～Make it possible with 還元～ 

 
１. 目的  

先行研究により、泥染めの過程において泥田中に入れるソテツの葉が泥中から鉄(Ⅱ)イオンを

溶出させていることが分かった。そこで本研究では、ソテツ中における鉄(Ⅱ)イオン溶出の原因

物質の解明を目的とした。 
２. 方法  

実験対象としてソテツなどの植物、落ち葉、ビタミン C を用いて、それぞれに泥と蒸留水を加

えた試料と、それらの実験対象と泥に蒸留水を加えた試料を作成した。それらをろ過してそれぞ

れ３本の試験官にとり、３種類の試薬を加えた。また、それぞれの実験対象と泥に希塩酸を加え

てろ過し同様の試薬を加えた。 
３. 結果  

実験１の結果として、試薬を加えた際、鉄(Ⅱ)イオンの反応を示したのは「ソテツ・泥・水」、

「ザミア・泥・水」、「ハイビスカス・泥・水」、「ナンヨウスギ・泥・水」、「泥・塩酸」の５種類

の試料であった。 
実験２の結果として、試料を加えた際、鉄(Ⅱ)イオンの反応を示したのは「ソテツ・泥・水」、

「ハイビスカス・泥・水」、「ナンヨウスギ・泥・水」、「ザミア・泥・水」、「落ち葉・泥・水」、

「ビタミン C・泥・水」、「ソテツ(滅菌済)・泥・水」、「ソテツ・塩酸」、「ハイビスカス・塩酸」、

「ナンヨウスギ・塩酸」、「ザミア・塩酸」、「落ち葉・塩酸」、「ソテツ(滅菌済)・塩酸」、「泥・塩

酸」の 14 種類の試料であった。また、鉄(Ⅲ)イオンの反応を示したのは「泥・塩酸」の１種類の

試料であった。 
４. 考察  

実験１の結果より、植物から鉄イオンは溶け出ることはなく、それは泥由来のものであると分

かる。また、ソテツ以外のサイカシンを含む植物、含まない植物を用いて実験を行っても同じ結

果が得られたことから、溶出の原因物質はサイカシンではないと考えられる。 
実験２の結果より、植物と塩酸の組み合わせで鉄(Ⅱ)イオンが溶出されたことから先ほどの「植

物から鉄イオンは溶出されない」という考察は誤りであると考えられる。また、滅菌したソテツ

と滅菌していないソテツで反応に違いがなかったことから、鉄イオンの溶出に微生物や菌は関係

がないと考えられる。さらに、有機物に泥と水を加えたすべての試料で同様の結果が得られたこ

とから、還元作用のある有機物であれば鉄(Ⅱ)イオンの溶出は可能であると考えられる。
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入選 
化学 

沖縄県立泊高等学校 

富名腰 大夢                      大城 千尋 

黒糖の味の違いについて調べてみる 
 
１. 目的   

沖縄県の特産物である黒糖は地域により味が違うという事を新聞やホームページなどで紹介

していた。私たちはスーパーで購入した離島の黒糖 5 種類について官能検査を行った。なお、黒

糖は黒糖 A～黒糖 E と表す。私達の主観ではあるが、全体的に甘味の数値は高く、それ以外は地

域によって差があった。また、黒糖と比べ黒糖 D は苦味が他の苦味が強く感じ、黒糖 B は酸味

が強く感じられた。地域により味が異なることを実感した。栄養成分表示を見てみるとタンパク

質、炭水化物、ミネラルの含有量の違いがあった。 
私たちは味の違いについて実際に実験を行って調べてみたいと考え、アミノ酸や糖に着目して

実験を行った。 
２.方法  

（１）ニンヒドリン反応・ビウレット反応によるアミノ酸・ペプチドの確認 
（２）薄層クロマトグラフィー用いたアミノ酸の確認 
（３）黒糖のフェーリング反応 
（４）薄層クロマトグラフィーを用いた糖類の確認 
（５）メチレンブルーの脱色から黒糖の還元作用を調べてみる 

３.結果  
（１）ニンヒドリン反応の結果、黒糖 B は呈色せず他の黒糖は呈色反応が確認できた。 
（２）薄層クロマトグラフィーの結果、黒糖 B はスポットがはっきりせず、黒糖 C、D はいく

つかのスポットが確認できた。 
（３）１％黒糖水溶液では赤褐色沈殿が少量であったが、10％黒糖水溶液ではすべてで赤褐色沈

殿が確認できた。 
（４）10％の黒糖水溶液ではスポットが広がり、はっきり確認できなかった。１％黒糖水溶液で

はすべての黒糖でショ糖と同じ位置にスポットが確認できた。 
（５）メチレンブルーの脱色は黒糖 D が他の黒糖より早くメチレンブルーを脱色したが、ブド

ウ糖よりも遅かった。 
４.考察   

ニンヒドリン反応とアミノ酸の薄層クロマトグラフィーの結果から黒糖 B にはアミノ酸含有量

が少ないことがわかった。 
  黒糖には還元糖が含まれているという報告があり、還元性について調べてみた。フェーリング反

応の結果から 1％の黒糖だと還元糖の濃度が少ないことがわかった。また、還元力の強さを比較す

るためにメチレンブルーの脱色する時間を測定してみた。他の黒糖と比較して黒糖 D がはやくメ

チレンブルーを脱色できたが他の黒糖は時間がかかった。黒糖には還元力があるもののそれほど

強くないことから還元糖が含まれている割合は多くないと思われる。
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入選 
化学 

沖縄県立向陽高等学校 

松村 香穂        池宮城 采              嘉那原 愛深       釘本 新夏 

海藻に含まれる保湿成分の研究 

 
１. 目的  

沖縄県産の海藻が含まれた化粧品を見て化粧品に海藻が利用されていることに疑問を持ち、そ

の理由が保湿力にあるという予想から、海藻の持つ保湿力はどれくらいあるのか調べることにし

た。また、保湿力を高めるために、海藻をどのような形状でハンドクリームに取り入れるのが効

果的なのか調べることにした。 
２. 方法  

ベースのハンドクリームを作成し、海藻を二種類の方法（①エタノール抽出・②すり潰し）で

加工しベースのハンドクリームに混ぜこみ海藻ハンドクリームを作成。この海藻ハンドクリーム

をバナナの皮の検体に塗り、５分毎の水分量の変化を測定した。（測定器具はモイスチャーチェ

ッカーを使用） 
３. 結果  

方法①では海藻のクリームを塗ったものはいずれも直後の水分量が増えている。水分量の変化

を比べると、海藻を含んだクリームを塗ったバナナの水分量が減少した。クリームを塗らないバ

ナナのみが値が最も一定である。エタノール抽出成分では 3 種類の海藻の水分量にあまりはっき

りとした差が見られなかった。 
方法②(湿度一定)では 3 種類の海藻の水分量ではモズクの変化量が一番少なく、次いでアーサ、

ワカメの順に減少量の値が増加していた。モズクの水分量の減少が小さく、ほぼ一定であった。

何も塗らないバナナのみの水分量が高い値を保っていた。 
４. 考察  

方法①の結果から、エタノール抽出成分ではモズク、ワカメ、アーサのそれぞれの水分量には

っきりとした差が見られなかったため、海藻をエタノールで抽出したものでは保湿成分はあまり

取れなかったのではないかと考えられる。 
方法②（湿度一定）の結果によると、湿度を一定に保った状態では 3 種類の海藻のうちモズク

の水分量が一番多く、次いでアーサ、ワカメの順に水分量の値が下がっていた。この事から、モ

ズク、アーサ、ワカメの順で保湿効果が得られていると考えられる。 
また、50 分後は海藻 3 種類とも水分量が 40 分後と比べて上がっていた。これは時間が経つにつ

れてバナナの腐敗が進み、柔らかくなって水分量が増えたためではないかと考えられる。
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入選 
生物 

沖縄県立宮古高等学校 

仲宗根 南海           近角 悠             渡邊 航佑      宮國 華子 

沖縄県宮古島市におけるクロマダラソテツシジミの飛行経路と仲間の認識

～信じるのは仲間か、デコイか、彼らの行方は～ 
 
１. 目的  

クロマダラソテツシジミ Chilades pandava (以下ソテツシジミとする)は南アジア、東アジア

が原産のシジミチョウ科の一種である。ソテツシジミは沖縄を始め本州・四国・九州でも発生が

確認され、ソテツの新芽や新葉の食害が問題になっているが詳しい生態はあまり知られていない。

そこで、3 年前に本校の科学部部員らによってソテツシジミの基本的な生態に関する研究がされ

ており、その研究をもとにさらに詳しい生態を調べるため、ソテツシジミの活動範囲と、視覚で

仲間を認識し群れるのかを調べることにした。 
２. 方法  

研究 1「クロマダラソテツシジミの活動範囲」 
宮古島市内の 3 地点で計 3 回個体識別を行い、7 月～9 月に渡ってソテツシジミの拡散、行

動範囲を調べた。識別方法はソテツシジミの翅に網の上から油性ペンで 4 点を打つ。4 色の

油性ペンを利用して、「組み合わせ」を利用して識別した。 
研究 2「クロマダラソテツシジミの視覚による仲間の認識」 
ソテツシジミと近縁種であるヤマトシジミの 2 種類のデコイを用い、デコイを設置したソ

テツにソテツシジミが群がるかを調査した。 
３. 結果  

研究 1 結果 
調査において 413 個体を識別した。そして、11 個体のソテツシジミを別日に再捕獲すること

に成功し、その内 9 個体は個体識別をした同場所で見つかった。残りの 2 個体は識別した場

所より東側へ移動し、どちらもメスであった。そして、11 個体のうち 9 個体の翅の状態が悪

化していた。 
研究 2 結果 
デコイの有無でソテツシジミの数を比較すると、デコイを設置した時の方が多いことがわか

った。ヤマトシジミ・デコイを設置したソテツとソテツシジミ・デコイを設置したソテツの

設置前後の平均増加量比較し、後者のソテツは、約 2.3 倍となった。 
４. 考察  

研究 1 考察 
ソテツシジミは迷いチョウとして知られているが、ソテツシジミは宮古島で毎年多数の個体

が観察されていることから、季節変化による渡りをしていると考えられる。毎年東南アジア

から渡っているのであれば、今回の結果はその移動に際して宮古島を経由しているという一

つの可能性を示唆したものと考えられる。また、短期間で翅の状態が悪化したことや過去の

知見により一世代で西から東へ渡るのではなく、移動と産卵を繰り返し、何世代にもわたっ

て徐々に渡りをしていると考えられる。 
研究 2 考察 

2 種類のデコイを設置した時と、設置してない時のソテツシジミの成虫個体数を比較して前

者の方が多かったのは、ソテツシジミが同種の仲間を見分け、それに群れているからだと考

えられる。
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入選 
生物 

沖縄県立開邦高等学校 

石川 日茉里            内澤 風穂                 宮城 風花           長濱 凜 

喜屋武 玲奈                 喜久川 彩佳 

ナマコで Let's保湿 
１. 目的  

ナマコには保湿にかかわる成分が多く含まれている。これらの成分は広く化粧水等で利用され

ており、実際にナマコを利用した製品も存在する。沖縄に多く生息するナマコは、昨年の先輩方

の探究からも、さらに広く製品として実用化しやすいと考えた。そこで、ナマコの保湿効果がそ

の濃度によってどのように変化するかを調べるため、実験を行った。 
２. 方法  

水溶液として保湿成分を抽出できるとし、実験を行う。捕獲したナマコを乾燥させてナマコの

水溶液を作る。この水溶液に餅を浸し、水分を一定時間蒸発させる。この蒸発量が少なければ少

ないほど保湿性が高いとする。水溶液にするナマコの質量を、3.0ｇ、6.0ｇ、9.0ｇと変化させて

保湿性の差を調べる。 
３. 結果  

私たちはまず、安定して行える乾燥方法を求め、複数の実験を試した。沖縄は高温多湿である

ため、屋外での乾燥は困難であった。よって、浸透圧を利用した冷蔵庫での乾燥法を確立した。

この乾燥法は季節を問わず安定して行うことができる。 
この実験を踏まえ、保湿効果を調べる実験を行った。結果は水溶液に使用したナマコの質量が

多ければ多いほど、すなわちナマコを 9.0ｇ使用した水溶液が最も保湿性は高いだろうという私

たちの考察とは異なるものとなった。水、3.0ｇ、6.0ｇ、9.0ｇのうち、最も保湿性が高かったの

は、ナマコ 6.0ｇの水溶液で、最も保湿性が低かったのは、水であった。なお、使用したナマコ

は同じ日に同じ場所で捕獲したニセクロナマコである。 
４. 考察  

結果の項目にも記したように、水溶液の濃度が濃ければ濃いほど保湿性が高くなるというわけ

ではなかった。むしろ、濃度が最も濃いはずのナマコ 9.0ｇの水溶液の結果は、水を使用した際

の結果と大差はなかった。これらの結果から、ナマコのもつ保湿成分が効率よく働く濃度がある、

または実験環境（温度、湿度等）に問題があったと考えられる。 
私たちの班としては、後者が主な原因ではないかと考えている。蒸発にかけた時間やその日の

温度、浸透圧を利用したときに使用した塩の質量を完全に統一できていなかったことは十分要因

となりうるからである。 
今後の展望としては、今回の実験における反省もふまえたうえでナマコの質量と保湿効果の関

係をさらに詳しく調べ水とナマコの最適な割合を探究する、実験環境がナマコの持つ保湿成分の

働きに与える影響の大きさを要因ごとに細かく調べる、等が挙げられる。ナマコは私たち高校生

にも扱うことができる素材であったため、今後、沖縄のお土産品等として産業の面においても活

躍できるのではないだろうか。 
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入選 
生物 

沖縄県立北山高等学校 

當山 明依          兼元 大輝                神里 健太       島野 ちひろ 

嘉手納 樹京          仲嶺 眞虎          真栄田 星花海 

北山高校内の水辺ビオトープにおける水生生物相の比較 
１. 目的  

北山高校には多くのプランターがあり、水が溜まっており水生生物の生息場所となっている。

これらの場所はビオトープと呼ばれ、水生生物の生息場所として重要な役割を果たしている。 
その中には主にオタマジャクシや貝類などが見られるが、他にどのような生物がいるのか気に

なった。また、日当たりのよい場所と悪い場所、異なる止水環境では水生生物に違いが出る可能

性がある。そこで本研究では、2 つの止水環境で見られる水生生物相の違いについて調査した。 
２. 方法  

2020 年 6 月～10 月にかけて、毎月 1 回水質調査と生物調査を行った。日当たりのよい生物室

前のプランターをビオトープ A、日当たりの悪い理科棟裏のプランターをビオトープ B とした。

水質調査として水温測定およびパックテスト（COD、硝酸）、生物調査ではメッシュ網での 5 分

間の生物採集後、生物名の同定と個体数の計数を行った。調査した生物は各実験区に戻した。 
３. 結果  

水温は、ビオトープ A では 26℃から 30℃の範囲であり、常にビオトープ B よりも高かった。

COD では、ビオトープ B がビオトープ A よりも数値が高かった。硝酸イオンでは、ビオトープ

B がビオトープ A よりも数値が高かった。 
分類群別種類数はどちらも 8 種類を超えることはなく、多くはなかった。貝類と両生類は常に

ビオトープに生息していることが確認できた。分類群別個体数では、どちらの実験区とにも貝類

と両生類が多かった。さらに、ビオトープ A の方が総個体数が多かった。優占種を比較すると、

ビオトープ A では、リュキュウベニイトトンボ(幼虫)が最も多く、つぎに、イボアヤカワニナ、

リュキュウガジカガエル(幼生)の順であった。ビオトープ B では、サカマキガイが最も多く、次

に、リュウキュウベニイトトンボ（幼生）、リュウキュウカジカガエル（幼生）の順であった。 
その他にも、シリケンイモリ（成体と幼生）、カイエビ、ヒラマキガイモドキ、ヒメアマガエ

（幼生）、イトミミズ、ナガハナノミなどが確認できた。 
４. 考察  

水質はビオトープ A の方が良かった。ビオトープ A では、日当たりが良いため、水生植物に

よる水中の栄養分の吸収量が高いのではないかと考えられる。また、ビオトープ B は、林の中に

あるため、落葉などの植物の枯死体が水中に溜まりやすい為、水質が悪化する可能性があると考

えられる。水質の違いによって、生息している貝類に違いが見られた。ビオトープ A ではイボア

ヤカワニナ（環境省レッドリスト：準絶滅危惧）。ビオトープ B ではサカマキガイ（水質階級Ⅳ：

大変汚い水の指標生物及び外来種）。これらの生物の違いが、水質を表していると考えられる。こ

れらのビオトープは、トンボ類（リュウキュウベニイトトンボ）と両生類（リュウキュウカジカ

ガエル等）、貝類（イボアヤカワニナ等）の生息地として重要であると考えられる。 
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入選 
生物 

沖縄県立北山高等学校 

嘉手納 樹京        兼元 大輝               神里 健太        島野 ちひろ 

當山 明依         仲嶺 眞虎        真栄田 星花海 

人工止水環境への水生生物の侵入について 

～蚊はどのように増えるのか？～ 
 
１. 目的  

北山高校では周年にわたって蚊が多く見られ、どこで増殖しているのか気になっていた。プラ

ンターの水受けの皿や僅かな水たまりでも蚊の幼虫であるボウフラが確認できることがあった。

そこで、本研究では、人工止水環境としてバケツを活用し、どのように蚊などの水生生物が侵入

及び増殖するのかを調査した。仮説の設定：バケツ①に侵入する生物の種数と個体数が最も多く

なり、バケツ④が最も少ない。 
２. 方法  

約 2 ヶ月間の実験期間を２回実施。１回目は 2020 年 6/18～8/27、2 回目は 8/27～11/5。10L
のバケツを 4 個準備し、4 つの環境条件に分けて設置した。人工止水環境（バケツ）の環境条件

は、次の通り。バケツ①（水槽水（生物飼育中の 90cm 水槽の水）＋砂利）、バケツ②（水道水＋

砂利）、バケツ③（水槽水）、バケツ④（水道水）。水質調査としてパックテスト（COD、硝酸）、

メッシュ網での生物採集・同定・計数を行った。 
３. 結果  

水温は 4 つの実験区で 23.1℃～30.3℃の範囲であり、差はほとんど見られなかった。COD は、

実験 1 回目ではバケツ①と③が高くなる場合が見られたが、バケツ②と④は 10mg/L 以下である

ことが多かった。実験 2 回目では、4 つの実験区にほとんど差が見られず、5～6mg/L で安定し

ていた。硝酸イオンでは、バケツ①と③では全実験期間に渡って常に 45mg/L 以上であった。バ

ケツ②では 10mg/L 以下の場合が多かった。バケツ④が最も低い数値を示す傾向が見られた。4
つの実験区ともに個体数の大部分をカ科（幼虫）が占めており、ユスリカ科（幼虫）は少なく、

その他の生物はさらに少なかった。カ科（幼虫）は、実験 1 回目開始から 4 週間後の 7/16 にバ

ケツ①（42 個体）とバケツ②（55 個体）はピークに達していたが、バケツ③（24 個体）とバケ

ツ④（23 個体）は約 5 週間後の 7/29 にピークに達していた。実験 2 回目では、４つの実験区と

も開始から 2 週間後の 9/10 からカ科（幼虫）が確認でき、3 週間後からはバケツ①が最も個体数

が多い傾向が続いた。バケツ④は、バケツ①と比べてカ科（幼虫）の個体数が少ない傾向が見ら

れたが、バケツ②と③と比べると、常に少ない訳ではなかった。 
４. 考察  

バケツ①と③の硝酸イオンが常に 45mg/L 以上と非常に高い数値を示した。これは、90cm 水

槽で飼育している水生生物の排泄物や、エサに窒素分が多く含まれていることが原因であると考

えられる。COD では、実験 1 回目ではバケツ①とバケツ③が高い数値を示す傾向が見られたが、

これも水槽水を使用したことが原因であると考えられる。生物の侵入状況では、バケツ①が他の

バケツに比べて多くのカ科（幼虫）が侵入していた。この結果から、カ科は栄養塩類の多い汚れ

た水で、砂利の入った環境が生息環境として好ましい可能性が考えられる。しかし、蚊の幼虫は、

水中では浮遊しており、砂利に隠れて生活している訳ではないため、砂利の効用については再度

検討が必要である。
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沖縄県立コザ高等学校 

辺土名 ほのか           津嘉山 葵咲            島袋 紀香 

どの顔がお好き？～タコはヒトの顔を覚えるのか～ 
 
１. 目的  

私たちコザ高校生物部は、タコの認知能力について研究した。昨年度に先輩方が行った研究で、

タコがお面とヒトの顔を識別して行動を変化させることが判明した。そこで私たちは先輩方の研

究をより発展させ、タコはヒトとヒトの顔の識別はできるのかを明らかにするため、研究を行っ

た。 
２. 方法  

本研究は全部で２段階で行った。第１段階の実験ではタコにヒトの顔を覚えさせるトレーニン

グを行った。実験者 2 名をそれぞれ、タコに餌を与えるヒトを給餌者・タコに罰を与えるヒトを

非給餌者と役割を決めた。まず通常時の呼吸数を測り、次に最初の実験者が１分間水槽内のタコ

と顔を合わせた後、給餌者は餌を与えて、非給餌者はタコに罰を与えた。役割後、呼吸数を測っ

た。第２段階では第１段階のテストを行った。給餌者と非給餌者、1 人ずつタコと 3 分間水槽を

覗き、3 分以内にタコがどのような反応を取るかによってヒトの顔を識別しているのかを判断た。

タコの行動を基に評価基準を設定し、リアクションポイントと名付けて今回の実験を評価た。 
３. 結果  

第 1 段階の実験であるトレーニングでの 4 個体のリアクションポイントを平均すると、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ることがわかった。4 個体の

呼吸数を平均すると給餌者には 53 回、非給餌者には 65 回だった。第 2 段階の実験であるテスト

は個体 A と個体 D は死んでしまったため個体 B と個体 C で行った。個体 B は非給餌者にのみネ

ガティブな反応が見られた。呼吸数は給餌者に 54 回、非給餌者に 60 回だった。個体 C は給餌

者と非給餌者とのリアクションポイントの差はあまり見られなかった。呼吸数は給餌者に 56 回、

非給餌者に 69 回だった。個体 B と個体 C のリアクションポイントを平均すると非給餌者に対し

てのみネガティブな反応を示していることがわかり、呼吸数を平均すると給餌者に 55 回、非給

餌者に 63 回だった。 
４. 考察  

第 1 段階の実験であるトレーニングでの 4 個体のリアクションポイントを平均するとタコは

全体的に、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ることがわ

かり、平均の呼吸数も非給餌者が嫌がらせをした後の呼吸数が、給餌者が餌をあげた後の呼吸数

より多かった。これは、タコが嫌がらせをされて心拍数が上がり興奮していると推測した。第 2
段階の実験として行ったテストでのリアクションポイントを平均するとタコは非給餌者に対し

てのみネガティブな反応を示し、給餌者に対してはネガティブな反応を示していないことがわか

った。これはタコが、嫌がらせをされる非給餌者の顔を識別して警戒しネガティブな反応を示し

たと考えた。またテストの呼吸数のグラフから給餌者よりも非給餌者の方が呼吸数が多くなって

いることがわかりこれらはタコが非給餌者の顔を見て嫌がらせをされると思い、興奮して心拍数

が上がっていると考えた。以上のことより、ウデナガカクレダコは給餌者と非給餌者の顔の識別

ができると考えた。
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沖縄県立コザ高等学校 

崎原 琴乃             仲嶺 采那            山里 美結 

トントンミーの「トン」は何センチ？ 

１. 目的  
ミナミトビハゼの垂直方向と水平方向へのジャンプ力を測定し、本種の陸上における生態的な

特徴について知る。 
２. 方法  

① 垂直方向へのジャンプ力実験(室内) 
水槽の中心にレンガ(陸地)を置き、陸と同じ高さの汽水を入れた実験装置を用いる。水槽の

蓋の中心に針金が通る程度の小さな穴を開け、そこに下端の先を曲げた針金を通し、エサを

乗せる。 
② 水平方向へのジャンプ実験(野外・室内) 

現地のミナミトビハゼを捕獲後、1m×1m の枠内をジャンプさせる（野外）。飼育している

個体を室内の湿らせた床の上でジャンプさせる（室内）。その様子を動画撮影し、スロー再

生して確認する。ジャンプの出発点と着地点にある小石などを目印にし、定規を使って飛距

離を測定する。 
３. 結果  

① 垂直方向へのジャンプ力実験(室内) 
・1.5、2、3、4cm で実験しているが、現在のところ 4cm での成功例は無い。 
・エサが無くなった後も針金に跳び付く行動が確認された。  
・録画した映像から、高さ 3cm の場合、ジャンプする前に胸びれを使い上半身を起こし、

一時停止するような行動(「シャチホコ行動」)が観察された。 
・最高記録は 3cm であった。 

② 水平方向へのジャンプ実験(野外・室内) 
・数回連続して跳ぶこともあった。 
・記録を比べると、体長が大きい個体の方が跳んだ距離が長かった。 
・最長記録は個体 D の 40cm であった。 

４. 考察  
① 垂直方向へのジャンプ力実験について 

・狙いを定めるような「シャチホコ行動」がみられた。  
② 水平方向へのジャンプ力実験について 

・観察者から逃げるという目的があるために、連続でジャンプする傾向があると思われる。 
・逃げるための水平ジャンプでは、加速的に飛距離が伸びている可能性がある。 

③ 野外と室内での水平方向へのジャンプ力実験について  
・野外での実験に比べ、室内での実験の方が跳んだ距離が短いことが分かった。 
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沖縄県立八重山農林高等学校 

宮良 長弥                   當銘 洋介                  佐藤 一樹 

演習林における保全種の生育状況と保全の研究 
１. 目的  

八重山農林高等学校は於茂登岳の麓を通っているたけだ林道沿いに演習林を保有している。こ

こにはランを含む多くの保全種が生息している。これまで琉球松の利用はしてきたが、保全種の

保護はあまりされていなかった。演習林内の保全種を調べ保全をするための研究を行った。今回

はランに着目し、現地調査を行い、現状を把握することにした。また、種によっては学校のバイ

オ技術を使って増やすことができないか。試みることを目的とした。 
２. 方法  

①  演習林の林道沿いに歩き、ランの種類と生育環境について調査を行う。 
② 演習林内のランについて生育環境調査を行う 
③  林道沿いと演習林内ランの種類と生育状況を比較する。 
④ 必要があればポップを作成して掲示する。 
⑤ ランのさやがあった場合、培養によって増やすことができるか実験する。 

３. 結果  
６種のランを確認することができた。７月 12 日の調査では、林道沿いや林内で多数のツルラ

ンが咲いていた。林道沿いではトサカメオトラン、ヤエヤマヒトツボクロの開花も確認できた。          

しかし、12 月の調査では、ナガバサギソウ、カゴメランの開花が確認できた一方、林道沿いのラ

ンの多くが切り払われていた。トサカメオトランも 10 個以上のさやをつけていたが切り払われ

ていた。一方、カゴメランは周りの草が刈り払われたことで見つけやすくなっていた。林道沿い

には盗掘跡や不法投棄も確認できた。このことから、林道沿いでは、ランの環境は良いとは言い

がたいが、林内は落ち着いており、環境は整っていると考えた。そこで、ポップをつくり林道沿

いに設置した。ツルランのさやが多数確認できたので播種して発芽できるかどうかの実験を行っ

た。今後経過観察をしていきたい。 
４. 考察  

今年はコロナの影響で観光客とも少なく盗掘されるランは少ないということだった。岩手県に

おけるアツモリソウの現状では９カ所あった自生地のうち６カ所が消滅するなど自然個体の減

少が著しい事が報告されている。演習林では、林道沿いで盗掘や切り払いは見られたが、林内で

は確認できなかった。このことから敷地内に侵入して盗掘するのではなく、道路沿いの固体を主

に盗掘すると考えた。この手立てとして、ポップが効果的であると考え作成し設置した。これか

らその効果を検証していきたい。刈り取りに関しては、他県では行政にお願いしてその範囲の刈

り取りを考慮して頂いた例がある情報を頂いた。演習林においても行政と話し合い、路傍のラン

の保護も出来るようにしていく必要がある。 
レブンアツモリソウでは、保全の目的で培養までしている。本地点でもランを保全する目的で

培養方法の確率も必要であると考え取り組むこととした。無菌培養と共生菌培養で播種を行っ

た。今後経過観察していきたい。 
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沖縄県立首里高等学校 

立松 遼大           又吉 悠              幸地 秀       玉城 蓮弥 

當間 日向                 名嶋 慈 

首里高校における陸生貝類の調査 

１. 目的  
琉球列島はサンゴ礁による石灰岩地形、温暖な気候、隔絶された多くの島という条件により種

分化が起こり多様な陸生貝類（以降マイマイと呼ぶ）を有している。私たちが通う首里高校には

1960 年代のマイマイの標本が多数保管されていた。そこで、2020 年と 1960 年代のマイマイを

比較することにより 60 年間でどのような変化があったのか明らにするため研究をおこなった。 
２. 方法  

首里高校に保管されている 1960 年代のマイマイの標本および 2020 年に首里高校内で採取し

たマイマイの殻径、殻高をノギスを用いて計測し、Excel にデータをまとめ比較した。研究①で

は、2020 年代に採集されたマイマイ 6 種を分析し、オキナワウスカワマイマイ（以後、ウスカ

ワマイマイとする）については 1960 年代と 2020 年の個体を比較した。研究②では、首里高校

内で採集されたウスカワマイマイについて、殻の古さを 5 段階に分け年代ごとで比較した。 
３. 結果  

2020 年の首里高校内ではウスカワマイマイ、オキナワヤマタニシ、シュリマイマイ、パンダナ

マイマイ、オオカサマイマイ？の 6 種を確認し、349 個体を採集・測定した。そして、1960 年代

のウスカワマイマイ（主に渡嘉敷島産）の標本 310 個体を測定した。 
研究①では、全 6 種のマイマイにおいて殻径と殻高に正の相関がみられた。また、ウスカワマ

イマイに注目すると、1960 年代と比べて 2020 年の方が殻径・殻高は大きいことが分かった。

研究②では、年代ごとでウスカワマイマイの殻径・殻高を比較したところ、大きな変化はみられ

なかった。 
４. 考察  

研究①の結果より、1960 年代と比べて 2020 年のウスカワマイマイの殻径・殻高は大きいこと

が分かった。木村氏（2015）によると外来のマイマイの侵入により在来のマイマイの生存率が低

下したという。ウスカワマイマイでも、外来のマイマイとの競争がおこり、体サイズが大きくな

ったと考えた。一方、1960 年代の標本は渡嘉敷島で採取されたものである。年代による違いでは

なく、沖縄本島（石灰岩地域）と渡嘉敷島（非石灰岩地域）の違いによるものとも考えられる。 
研究②では、年代ごとで大きな変化はみられなかった。この事から、ウスカワマイマイは「大型

化」したのではなく「地域的な違い」によるものだったのではないかと考えられる。 
今後は、渡嘉敷島でのウスカワマイマイの採取を行い、今回の研究と比較することでどのよう

な変化が起きているのか研究したい。
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沖縄県立球陽高等学校 

嘉陽 るか       玉城 彩里              松田 七虹       山内 絢音 

クロトゲアリの巣の構造と特徴 
１.目的  

球陽高校の校内においてどれほどの種類のアリがいるのか、またその分布について調べている

と、他のアリよりも大きなアリを見つけた。これまでに見たことがないアリで、以前のアリのイ

メージと全く異なる大きなアリに興味を持った。光学顕微鏡で観察して種類を特定すると、沖縄

在来のクロトゲアリであることが分かった。他のアリと異なるクロトゲアリの生態に興味を持ち、

クロトゲアリの巣の内部について調べてみることにした。 
２.方法  

(1)クロトゲアリの特徴を調べるため、ライカム周辺にあったクロトゲアリの巣を採集した。 
(2)採集した巣の外部形態を観察した。 
(3)採集した巣をパラフィンで包埋し、岩石カッターでスライスして、巣の内部構造を調べた。 
(4)キサントプロテイン反応を用いて巣の成分を調べた。 

３.結果  
(1)捜索した結果、基地のフェンス、草むら、擁壁の水抜き穴など、比較的安定した場所でクロト

ゲアリの巣を発見した。また、ライカム付近の水抜き穴には、アリのいない巣が多くみられた。 
(2)草むらにあった巣は周りが植物で覆われていた。覆っていた植物を取り除くと、水抜き穴か

ら採取した巣と同様の構造がみられた 
(3)アリの巣を分解したところ、アリの巣は幼虫の出す糸が絡み合ってできている膜と膜との間

に草が挟まってできていることが分かった。 
(4)硝酸によるキサントプロテイン反応が起こった。また、水酸化ナトリウムに入れたところ、巣

がなくなったため、巣の膜はタンパク質でできていることが分かった。 
４.考察  

(1)草むらにあった巣は太い茎がクロスして作られていたのでクロトゲアリが巣を作るとき安定

していて強い場所を好むと思われる。また、センダングサにいることが多く、餌や巣を作る環

境と関わっていると考えられる。 
(2)アリのいない巣はアリが捨てた巣である可能性があり、巣自体の作りもそれほど厳重ではな

いことから、クロトゲアリは営巣性と徘徊性の両方の性質を持っていると考えられる。 
(3)巣を覆っていた植物を取り除くと、水抜き穴から採取した巣と同様の構造であったことから、

水抜き穴から採取した巣の構造が基本的な構造であると考えられる。草むらは水抜き穴と比

較すると、空間が広く、外敵もいるので、巣の周りをイネ科などの植物で覆っている可能性が

ある。 
(4)巣は不溶性タンパク質で作られているので雨などに強い。それが巣の安全を守る事に繋がっ

ていると考えられる。また、タンパク質の膜と膜の間に草が入っていたのは巣を強くするため

だと考えられる。
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沖縄県立球陽高等学校 

德元 陽菜          熱田 萌香              玉城 陸        上地 うらら 

オガサワラゴキブリにおける形態的分類の再検討 

１. 目的  
オガサワラゴキブリは、オオゴキブリ科オガサワラゴキブリ亜科に属する昆虫である。オガサ

ワラゴキブリに関しては、形態的に良く似た 2 種が知られており、両性生殖を行う Pycnoscelus 
indicus と、単為生殖を行う Pycnoscelus surinamensis が存在する(Komatsu et. al,2015)。2 種

間の違いは生殖方法だけであるとされ、P.surinamensis は単為生殖のみを行い、P.surinamensis
はメスしか存在しない。一方、P.indicus は両性生殖を行い、P.indicus はオスメスともに存在す

る。私たちは一昨年から、定期的に学校周辺でオガサワラゴキブリを採集し、飼育している。飼

育しているオガサワラゴキブリのほとんどが寸胴な形をしているのに対し、縦長の個体がいるこ

とに気付き、形態的な違いで種鑑別ができるのではないかと考えた。そこで私たちは、両種間の

形態的な違いを再検討し、分類形質を見出すことを目的に研究を行った。 
２. 方法  

個体の採集は、校内で行った。 
(1)雌雄判別 
メスはオスに見られない notch(V 字型)を腹板下端に有するため、双眼実体顕微鏡を用いて、

notch の有無で雌雄判別を行った。100 匹の幼体と 8 匹の成体において雌雄判別をした。  
(2)幼体の個体群における性比シミュレーション 
実際の性比に近似する繁殖パターンのシミュレーションをすることで、実験に用いた個体

に含まれる P.indicus と P.surinamensis のおおよその割合を予測した。 
(3)オガサワラゴキブリの各部の測定 
ノギスを用いて、オガサワラゴキブリの体長、頭部・胸部・腹部および各部の節の縦と横の

長さを測定した。測定の誤差をなくすために同じ部位を３回ずつ測って平均を出し、結果お

よび考察には平均値を用いた。 
３.結果  

(1)雌雄判別 
100 匹のオガサワラゴキブリの幼体で雌雄判別を行った結果、メス 59 匹、オス 28 匹、判

別不明が 13 匹となった。 
(2)幼体の個体群における性比シミュレーション 

P.indicus しか存在しない場合、かつ、P.indicus のメスが、メスとオスを 2:1 で繁殖させる

という条件でのシミュレーションにおける性比が、実験で用いた個体の性比と近似した。  
(3)体長と各節の横幅の散布図 
私たちは、オガサワラゴキブリの種間で寸胴や縦長というような形態的な差異が現れるか

を検証するため、散布図を用いて体長と各節の横幅の関係を表した。幼体においては体長と

各節の横幅において雌雄では異なる分布は見られなかった。一方成体においては雌雄で異

なる分布が見られ、メスはオスに比べて横幅が大きくなる傾向があった。 
３. 考察  

結果(1)、(2)から私たちが実験に用いた個体の大部分は P.indicus である可能性が高い。結果(2)
から幼体では寸胴や縦長という明確な形態差が見られないことが分かった。また、実験(1)の考察

から、P.indicus の雌雄が実験系の大部分を占めていると仮定すると P.indicus の雌雄間の形態的

な差異はないといえる。よって幼体時には形態的特徴による P.indicus の雌雄判別はできないこ

とが示唆された。形態的特徴により種鑑別を行えるか否かは現時点では分からなかった。成体時

においては雌雄間で明確な形態差が見られることが分かった。寸胴な個体がメスであり縦長の個

体がオスであることが示唆されたが形態的特徴により種鑑別を行えるか否かは現時点では分か

らなかった。今回は実験系での P.indicus と P.surinamensis の個体数をシミュレーションで予想

することしかできなかったため DNA 解析を試みて予想した通りの結果になるかを確かめたい。 
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沖縄県立球陽高等学校 

仲宗根 一成        近藤 大雅              城間 盛太郎        嵩元 陽翔 

比謝川におけるティラピア類の食性について 

１. 目的  
ティラピア類は自然環境下で繁殖している外来魚の一つであり，ティラピア類の増殖が生態系

に与える影響は計り知れないと考えられている。 
しかしティラピア類の食性については雑食ということが知られているのみであり，自然環境下

で何を捕食しているのかははっきりしない。私達は比謝川流域に生息するティラピア類の食性を

調べることで，ティラピア類の分布が生態系に及ぼす影響を探ることにした。 
２. 方法   

調査地として比謝川の 3 地点を設定し，ティラピアの捕獲は釣りで行った。釣り時間は 30 分

とし，釣りは 2 名で行った。釣り上げた個体はすぐに全長と体重を測定した。さらに消化管長，

消化管内容物重，消化管重を測定し，胃および腸内の内容物をサンプリングして双眼実体顕微鏡

および透過観察型光学顕微鏡を用いて観察した。 
３. 結果   

今回捕獲することができたティラピア類はナイルティラピアとモザンビークティラピアであ

った。両種とも釣り餌の好みは見られなかった。ティラピア類の口器は特に下顎櫛状歯が発達し

ていた。全長および体重はモザンビークティラピアが大きかったが，消化管長はナイルティラピ

アが大きい傾向が見られた。解剖し，調査地ごとの胃の内容物を実体顕微鏡で調べたところ，主

に植物片，多細胞藻類，昆虫類，ラン藻類が確認できた。さらに調査地ごとの腸の内容物を透過

観察型光学顕微鏡で調べたところ，主に植物片，多細胞藻類，有核アメーバ類，ラン藻類が確認

できた。さらに今回捕獲したすべてのティラピアの腸内には砂粒が確認された。 
４. 考察  

実験結果から，今回捕獲できたナイルティラピアおよびモザンビークティラピアはとも特に下

顎の櫛状歯が発達していたこと，腸内から砂粒が確認できたことから，両種とも岩場の藻類をそ

ぎ取るアユのような採餌法をとっていると考えられる。さらに釣り餌を選ばなかったこと，消化

管が比較的長かったこと，消化管の内容物の多くが 植物片，多細胞藻類，有核アメーバ類，ラン

藻類であったことから，雑食性ではあるが自然環境下では植物食寄りの食性をもつと考えられる。

このため，比謝川流域に生息しているティラピア類は，魚類や甲殻類を補食しているわけではな

いと考えられる。これは，沖縄県においてはティラピア類が河川に侵入しても他の動物に対する

捕食圧が高くなるわけではないことを示している。しかし，植物食性の動物とは競争が起きるこ

とや，繁殖のために比較的大きな巣を構築することから，つがいあたりのテリトリーが大きいと

考えられ，在来水生動物のすみかを奪う可能性があると考えられる。今後はティラピア類だけで

なく他の魚種にも注目して河川生態系の復元について考えていきたい。 
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沖縄県立球陽高等学校 

島 蒼太朗             崎山 ランス 大地          稲福 政俊 

沖縄県における新型コロナウイルス感染症の拡散シミュレーション 

 
１. 目的  

現在猛威を振るっている COVID-19 の拡大要因には，ヒトの広範囲にわたる移動に伴うウイ

ルス感染の拡大および，ウイルス自体の変異による感染力の向上の二つの側面がある。我々は，

沖縄県における COVID-19 の感染拡大様式に興味を持ち，複雑系であるウイルス感染症の拡大

シミュレーションを，手軽なゲームによって行うことができないかと考えた。また，実際の感染

拡大様式との比較を行い，実験系の信頼度についても解析を行うことにした。 
２. 方法   

沖縄県における COVID-19 の拡大については，「沖縄県の公式発表である沖縄県における新型

コロナウイルス感染症発生状況」を確認した。ヒトの移動に伴うウイルスの拡散様式のシミュレ

ーションには水交換ゲームを用いた。さらにウイルスの変異についてシミュレーションを行うた

め，さいころを用いたウイルス変異ゲームを行った。 
３. 結果   

沖縄県における COVID-19 は 2020 年 12 月 31 日までに第三波までが確認され、その蔓延は

人の動向に寄るところが大きいことが分かった。このため、特に第三波では小さな波が連続して

起きていることが確認できた。さらに死亡者について解析したところ、高齢者が死亡しやすいこ

とが分かったが、致死率は徐々に低下していることが分かった。水交換ゲームを用いたシミュレ

ーションでは、接触回数が多くなるほど、感染症は蔓延しやすくなるが、実証実験を行ったとこ

ろ、接触頻度を下げようとする動きが見られた。ウイルス変異ゲームを行ったところ、ウイルス

は感染力が強くなり、毒性が弱くなりやすいことが分かった。しかし、毒性については突発的に

高くなる可能性も示唆された。 
４. 考察  

本研究結果から、沖縄県における COVID-19 の発生は外部からの流入が大きな原因であり、他

者との接触が感染拡大の大きな要因になっていることが分かった。COVID-19 は報道されている

ように 1 週間程度の潜伏期間後に発症し、完治まで 2 週間程度かかっていると考えられる。ウイ

ルス自体の性質については，現時点では感染しやすいが病原性は低くなっていると考えられる。

しかし、外部からの異なるレースのウイルスの持ち込みによって変異がおこり続けている可能性

もあり、さらに抗原シフトなどによって突然病原性が高い変異がおきる可能性も考慮しておかな

ければならない。 
本研究結果をもとに今後三ヶ月のシミュレーションを行ったところ、1 月半ば頃に第三波のピ

ークが現れ、2 月半ば頃に第三波はいったん落ち着くが、連続して第四波が到来する可能性が示

唆された。また、3 月下旬には第四波も落ち着くが今後三ヶ月では新型コロナウイルス感染症は

収束しないと考えられる。今後は実験手法などをより現実に近づけるように検討し，さらに精度

の高いシミュレーションを行えるよう研究を進めていきたい。
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沖縄県立向陽高等学校 

小橋川 春樹         平田 結莉             仲村 咲耶        親富祖 太耀 

向陽高校におけるアリの分布 

 
１. 目的  

向陽高校サイエンス部の先行研究から具志頭海岸林のアリ相が分かっている。海岸林の地面で

は、アミメアリ、アシナガキアリ、ケブカアメイロアリが多く採取されている。私たちは、高校

内の中庭、グラウンド、校舎でアリを採取し、部活データと比較し、アリ相の種数や種類にどの

ような変化が見られるか、以下の仮説を立て、検証するした。 
仮説 1 校内には、具志頭海岸林で見られたアリが基本種となって生息する。 
仮説 2 向陽高校では、アミメアリ、アシナガキアリ、ケブカアメイロアリ、オオシワアリ、ケ

ブカシワアリ、など地面や裸地で生息するアリが採取出来る。また、中庭は多く植えられている

ことからクボミシリアゲアリも採取できる。仮説 3 校舎ではオオズアリ類が採取できる。また、

植物の多い中庭はアシナガキアリとアミメアリとケブカシワアリとクボミシリアゲアリ、裸地に

近いグラウンドにはケブカアメイロアリとオオシワアリが採取できる。 
２. 方法  

向陽高校を地点 A（中庭）地点 B（グラウンド）地点 C（校舎）の 3 地点に分け、2020 年 8
月、9 月の課題探究の授業で１０ｍ×１０ｍまたは５ｍ×２０ｍの方形区間内で１５分間、吸虫

管を用いてアリを採取した。採取後は検索図鑑やアリデータベースのＨＰを参考に同定し､結果

をまとめた。 
３. 結果  

仮説 1 で校庭のアリは海岸林と共通種が多く、グランドや校舎では多くの種が抜けている。大

きな違いはアミメアリが校内では全く出なかったことで、コヌカアリやヒメイエアリが校内の３

地点で出るなど人の活動に関連性の高いアリが見られたため仮説はやや正しくない。 
仮説２の地上徘徊型のアリは見られるが、そのうち海岸林で多く採取されたアミメアリが 3 地

点すべてで採取出来ず仮説 2 も正しくない。仮説３も正しくなく、すべての地点でアシナガキア

リが見られ、アシナガキアリは本校周辺や沖縄島南部海岸林まで広く分布できることがわかった。 
４. 考察  

沖縄島南部海岸林からわずか２ｋｍ離れた本校校内でも、海岸林と同様なアリも見られたが、

アミメアリなど適応できないアリもいることが分かった。アミメアリは日本の各地や東アジアで

広く分布しているアリだが、定住した巣を持たず徘徊型であることから人工的な環境では適用が

難しいと考える。逆にアシナガキアリは侵略的外来アリと考えられ、海岸林から本校の３地点全

てで採取された。校舎でイカリゲシワアリが多く採取されていることから今後、このアリがどの

ようなエサを利用し営巣をどこでおこなっているかなど人との関わりを調べることが重要であ

る。
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沖縄県立向陽高等学校 

増川 琉太           福島 優月             南崎 未栞 

淡水、汽水、海水における魚類の生存可能領域の違い 
 
１. 目的  

私たちは、授業で塩類細胞について学習した際、ウナギが淡水と海水の両方で生存可能である

ことを知り、他の魚類の生存可能領域の違いに興味を持った。そこで本研究では、淡水魚、汽水

魚、海水魚それぞれについて水槽の塩分濃度を変化させることで、それぞれの魚類の生存可能領

域を特定することを研究目的とした。 
２. 方法  

実験で使用した魚類は淡水魚：金魚(全長 4.5cm)、汽水魚：グッピー(全長 2.0cm)、海水魚：ル

リスズメダイ(全長 2.5cm)各５匹とし個体の大きさをできるだけ同じにした。 
塩分濃度の調整には人工海水を使用した。塩分濃度計を使用し、目的の塩分濃度になるよう３

～４日ごとに調整した。対照実験として塩分濃度を変えない水槽も用意し､生存率を比較した。 
３. 結果  

実験１では 3～4 日ごとに濃度を変化させ生存数を調べた。結果は以下の通り 
○淡水魚（金魚）は２回の実験結果で、通常 0.01％で生息し、0.02％では生存した。しかし

0.03～0.06％で徐々に死亡個体が増えた。ただし、0.19％まで徐々に塩分を上げた水槽で 60
日以上生き続ける個体も 1 匹は存在する。 

○汽水魚（グッピー）は２回の実験結果で 5.0％までは 5 匹生存したが、5.3％以上で死亡個体

が現れ､6.2％ですべてが死亡した。 
○海水魚（ルリスズメダイ）は 3.1％の海水で捕獲し、3.2％で死亡する個体が現れ、3.8％～

3.9％で残り 3 個体がすべて死亡した。逆に 2.7％～2.1％の塩分が薄まっても 4 個体すべて

生存したが、1.8％～1.5％で 3 匹が死亡した。 
実験２で汽水魚（グッピー）を４％～0.5％まで 0.5％ずつ濃度を下げた水槽を用意し生存を確

認した。その結果 3％以上の水槽では 3 個体とも翌日までに死亡したが、2.5％以下だと順応

し生存できた。 
４. 考察  

淡水魚（金魚）は 0.03％～0.06％でほとんどの個体が死亡し、生存限界の塩分濃度はその範囲

と考える。硬骨魚の体液は１％程度だが、ほとんど塩分のない淡水から能動的に塩分を取り入れ

ることで生存するため、わずかでも塩分が高くなると塩分を取り過ぎ順応出来ないが、例外個体

も存在する。 
海水魚（ルリスズメダイ）は 3.1％の潮だまりに生息し 2.1％まで薄い塩分濃度は生存できる

が、それ以下は順応できない。また高濃度には順応できない。これは海水魚が体液より高濃度の

海水から能動的に塩分を排出し、水分を得ていることと、潮だまりは常に陸域から淡水の供給を

受け薄まる傾向にあることから、ルリスズメダイの塩分調整は塩分細胞が 2％～3％の範囲なら

海水から塩分を体外に排出し、生存できるがそれを超える範囲は順応出来ない 
汽水魚（グッピー）は３～4 日間隔であれば塩類細胞が淡水と海水の両方に順応できるため

5.5％までと生存範囲が広いと考えた。
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沖縄県立辺土名高等学校 

金城 永都                     金城 勇斗 

オキナワカブトの繁殖生態について 

～沖縄在来カブトムシを守るために～ 
１. 目的  

オキナワカブト（Trypoxylus dichotomus takarai）はヤンバルテナガコガネなどと同様で、中

琉球に取り残され独自の進化を遂げ生き残った、世界でここにしかいない貴重な生物であるとい

える。現在、その貴重な生物が生息場所を狭められたり、遺伝子攪乱などの危機に直面している

状況にある。本校サイエンス部では、これまでヤマトカブトとの形態比較や交雑についての研究

を主に行ってきた。今回の研究では、原点回帰し、オキナワカブト繁殖生態について詳しく調べ

ることで、保護に繋げることを目的とする。                  
２. 方法  

Ⅰ.研究材料であるオキナワカブトの野外個体の採集について 
繁殖実験については、未交尾の雌を確保しないといけないため、1 年前からの準備が必要で

ある。今回はこれからの実験のスタートとなる繁殖に使うためのオキナワカブトを採集する。

採集方法は、カブトムシの集まる樹木（シマトネリコやシークヮーサーなど）を見て回るル

ッキング採集を行う。 
Ⅱ.採集個体を親としての繁殖実験 

雌の採集個体の多くは交尾済みのものが多いとされるが、未交尾の場合も考えられるため同

地域での雄の採集個体と一緒に産卵セットに入れて、交尾を促すこととする。 
Ⅲ.発生源（産卵場所と幼虫の生息地）について 

オキナワカブトが比較的多く採集できる地域において、産卵から幼虫の生息地となっている

場所を特定し、特に幼虫の育つ環境について調査を行った。 
３. 結果  

Ⅰ.シマトネリコやシークヮーサーの樹液では、雄個体が多く確認できた。バナナトラップやバ

ナナ花についている個体も見られた。雌個体については産卵をするために木材が積まれてい

る場所で採集した。灯火に飛来して、落ちている個体を 2 匹採集した。 
Ⅱ.採集した雌７個体を産卵セットに投入し、５～７日の間隔で採卵を行った。結果を表２に記

す。卵を最大数生んだのはＮ１個体で、79 個で、2017 年の最大数 43 個を大幅に更新した。 
Ⅲ.自然下と人の手の入った場所の 2 ヶ所において野外における幼虫の生息を確認した。 

４. 考察  
2017 年の我々の繁殖実験では、産卵セットのマットを 1.5cm 程度押し固めていたが、今回押

し固めなくても産卵の際に雌個体が自分で固めており、産卵数も多かったので、固める必要はな

いと考える。産卵させるにあたって、こまめに回収すると孵化率が低くなる（増田、2017）とあ

るが、これは産んですぐの卵は柔らかく、採卵の際に傷つけてしまったりするからだと考えられ

る。しかし、長く産卵セットのままにしておいても、親が動き回って潰す恐れもあるので、どち

らにしてもメリットデメリットがある。あと一回り程度大きなケースが用意できれば、７～１０

日程度間を空けて効果的に卵を集められるのではないか、今後も検証していきたい。 
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金城 勇斗                   金城 永都 

オキナワノコギリクワガタの体色に関する研究 

～なぜ黒色型は少ないのか～ 
 
１. 目的  

オキナワノコギリクワガタには、２型の体色の違いがみられる。赤色型が多数で、一部の個体

が黒色型となる。北海道から本州、九州に生息するノコギリクワガタは、全て赤色型で、黒色型

は出現しないそうだ。なぜオキナワノコギリクワガタには少数だが、黒色型が存在するのだろう

か。そこで赤色型と黒色型の数を調査し、性別や採集日、個体変異によってその割合に違いがあ

るのかを比較したい。また、体色の違いによって野外で生存する上でのメリットやデメリットに

ついても考察し、なぜ黒色型が少ないのか、その理由を探りたい。 
２. 方法  

2020 年 6 月 16 日から 9 月 20 日までの期間に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。採集後に、デジタルノギスを用いて全長（サイズ）を測

定し、採集日、雌雄、個体変異（大歯・中歯・小歯）と体色を確認して記録した。以上の記録か

ら①雌雄の違い、②採集日、③雄の個体変異によって赤色型と黒色型の割合に差異がみられるか

どうか検討した。 
３.結果  

(1)雌雄について。雌雄をプールだと赤色型 88.6％：黒色型 11.4％となった。雄では、赤色型

93.3％：黒色型 6.7％であったのに対して、雌では赤色型 76.5％：黒色型 23.5％という結果と

なった。このことから、雌は、雄と比較して黒色型の割合が明らかに高いことが分かった。 
(2)採集日について。黒色型個体がある時期にまとまって採集されることはなかった。(3)雄の個

体変異について。黒色型個体の割合は、小歯型で 2.5％、中歯型で 13.2％、大歯型で 6.5％と

なった。黒色型の出現頻度は中歯型が最も高くなり、小歯型や大歯型に比べ２倍以上も高くな

った。 
４.考察  

本種の体色が赤色型と黒色型の２型に分かれることは、野外で生存する上でどのように影響す

るのだろうか。クワガタムシ成虫の天敵はカラスやアオバズクといった鳥類、ネズミなどの小型ほ

乳類などであると予想される。これらの捕食者から見つかりにくい体色が生存には非常に有利だ

と考えられる。アオバズクやネズミ類は夜行性のため、夜間、黒色型は発見されにくいだろう。カ

ラスやその他の鳥類は昼行性のために昼間は、黒色型は目立ち赤色型は目立たないであろう。また、

沖縄本島北部やんばるの森は大部分が国頭マージという赤褐色の土壌であり、森の中で茶色の枯

れ葉が落ちている状況では、地面をはっている赤色型は目立ちにくい可能性が高い。夜間は黒色型

が目立ちにくく、昼は赤色型が目立ちにくいといえる。クワガタムシの活動時間は基本的には日暮

れ後の夜間であるが、本種は短命であることが影響しているのか昼間も活発に活動している。これ

らのことから総合的に考えると、昼間も活発に活動する本種においては、黒色型の方が捕食者に発

見されやすく数を減らしているため少ないのではないだろうか。ただし、うっそうとした森の中な

ど、昼間であっても黒色型個体が目立ちにくい条件もあると考えられるため、黒色型も完全には捕

食されずに一定の割合で存在しているのではないだろうか。
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金城 笑        梶本 凜太朗      市川 渓大     金城 永都      細江 瞭馬 

比嘉 健吾      知念 珠里亜        金城 勇斗     古藏 海仁 

島ヤギの毛色遺伝～沖縄のヤギは元々白くなかったのか～ 
１. 目的  

島ヤギの毛色には、大きく分けると白色と茶色と黒色があり、これに斑模様などの柄が入る。

現在、一般的なヤギは白色をしており、これは食肉用または乳の利用のための大型化を狙った外

国産の品種を導入したことによるとされている。島ヤギの毛色遺伝を明らかにするとともに、沖

縄在来ヤギの特徴を強く持った個体を発掘・保存・繁殖することによって、島ヤギを後世に残し

たい。 
２.方法  

1)交雑実験 
[仮説１]ヨモギ♂（黒色白斑有）× もも♀（黒色白斑有）の子は黒色となる。 
[仮説２]ヨモギ♂（黒色白斑有）× にこ♀（白色斑無）の子は白色となる。 

2)親子の毛色調査 
島ヤギを飼育している農家や牧場、動物園等を訪問し、飼育個体の親子の毛色について観察す

る。飼育者からの聞き取り調査も行う。 
3)文献調査 
ヤギや在来家畜の論文や報告書、単行本などから得られた毛色遺伝についての情報を基に、島

ヤギの毛色について検証する。 
３.結果  

1)交雑実験 
[仮説１]雌の「もも」から黒色で顔と腹に白斑が入る個体が生まれた。 
[仮説 2]雌の「にこ」から 2020 年 10 月 13 日、白色で斑無の個体が生まれた。 

2)親子の毛色調査 
本校を含めた 7 ヶ所の調査地において、親 30 組、子 39 頭の毛色についての調査データを得

た。 
3)文献調査 
白色はＩという優性の毛色抑制遺伝子によって表現される。また、有色の茶色（褐色）と黒色

に関しては、茶色が黒色に対して優性である。 
４.考察  

毛色についてメンデル遺伝での説明を試みる。白色は有色に対して、優性の抑制遺伝子としては

たらき、両毛色（褐色と黒色のこと）は 1 対の対立遺伝子Ａ～ａに支配され、AA または Aa とい

う遺伝子型は褐色で濃色の背線を有する野生型、つまり山羊の野生原種 Bezoar goat（Capra 
aegagrus）の毛色をあらわし、aa は全身が黒色となる（野澤,1971）。の報告を基に今回の交雑実

験を表すと、仮設１は黒色が劣性形質であることから黒色にする遺伝子 a が劣性遺伝子であり、黒

色の形質を表す個体の遺伝子型が iiaa の劣性ホモであると考えられる。仮説２については、黒色

の雄と白色の雌から白色の子が得られたが、母親の遺伝子型が 7 通り考えられるため、必ずしも白

色の子が得られるとは限らない。昭和初期に沖縄県としてヤギの肉量や乳量の増加を目指し、日本

ザーネン種を導入したことが現在のヤギのほとんどが白色をしていることに影響していることは

間違いない。だが、それ以前にも在来ヤギとしての白色個体が存在していたかどうかは文献や専門

家からの聞き取り調査を中心に継続して今後明らかにしていきたい。 
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金城 永都            森 咲楽             比嘉 陽人      山内 巧弥 

辺土名高校内のアリ相とその環境 
 
１. 目的  

私たちにとって最も身近な生き物にアリがいる。アリは屋内外どこにでも出没し、その行動は

私たちの興味関心を引きつける。日本に生息するアリは 2014 年 3 月で 10 亜科 62 属 296 種が知

られており、沖縄県にはそのおよそ半数にあたる 146 種が生息している。本校は沖縄本島最北端

に位置する高校であり、正門からは道路を挟んで海が広がり、校舎裏手には緑豊かな自然が残る

山々が広がる環境に立地している。今回は本校敷地内において日当たりや湿度などが異なる 4 地

点を選び、それぞれの環境とアリ相の違いを調べることを目的とした。 
２. 方法  

辺土名高校敷地内に設定した４つの調査地点の範囲を 16 平方メートルに区切り、単位時間採

集法を用いて 15 分間でできるだけ多くの種類のアリを採集した。採集したアリは 99.5％エタノ

ールに漬け保管し、双眼実体顕微鏡で同定を行った。 
３. 結果  

中庭に位置する T0001 ではリュウキュウアメイロアリが最も多く採集された。体育館裏に位

置する T0002 ではオオシワアリが最も多く採集され、次にナンヨウテンコクオオズアリとミナ

ミオオズアリが多く採集された。運動場横に位置する T0003 ではヒゲナガアメイロアリが最も

採集頻度が高く、次いでオオシワアリ、リュウキュウアメイロアリの順に多く採集された。環境

棟教室横に位置する T0004 ではアミメアリが最も採集頻度が高く、次いでオオシワアリとナン

ヨウテンコクオオズアリ、リュウキュウアメイロアリが多く採集された。 
４. 考察  

調査した４地点のうち、最も多くの種を採集できたのは T0004 であった。この場所は教室の

目の前に位置しているため、調査地の中で最も人間活動の影響を受けやすい環境であると考えら

れる。また、T0004 で最も採集頻度が高かったアミメアリは、女王が存在しない社会形態をとっ

ており、定住することなく移動を続けることが知られている。これらのことから、アミメアリは

人間活動の影響を受ける場所を好んで移動する可能性が考えられた。 
調査した 4 地点のうち、実験者５人の見つけた種数の合計が最も多いのは T0003 であった。

この場所は調査を行った際、最もアリが活発に活動している様子が窺えた。アリの食餌として欠

かせないものに植物の蜜液や種子などがある。調査結果から T0003 は調査した 4 地点の中で最

も湿潤な環境にあり、植物の生育に適した環境であると考えられる。このことからアリは湿度の

高い環境を好んで営巣する可能性があると考えられた。一方で見つかった種数の多さは調査地点

の中で三番目と少なかった。また、この場所で採集頻度の高かったヒゲナガアメイロアリとオオ

シワアリは外来種であり、特にオオシワアリはスーパーコロニーを形成する種であることが知ら

れている。これらのことから外来種の影響でアリの種多様性が低下してしまったのではないかと

考えられた。
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當山 全翔 

沖縄産コモリグモの探求 ～オガサワラコモリグモの発見～ 
 
１. 目的  

クモと言えばその見た目や動きから苦手な生き物としてよくあげられる。しかしクモによる実

害は少なく、むしろ昔からシロアリやダニなどの小動物を捕食することから益虫としても知られ

ている生き物だ。クモの中でもコモリグモはあらゆる種が家屋や公園、田園、林内、海岸などに

広く分布しており、人間にとって身近なクモである。しかし、すぐ足下にいる小さなクモに興味

をもち、観察する人は少ない。今回はこのどこにでも探すことのできるコモリグモの分布を環境

別にまとめることで、コモリグモの生態を多くの人に知ってもらうとともに、クモに興味をもっ

てもらうことを目的とした。さらに、本研究では沖縄本島に生息例のないオガサワラコモリグモ

の分布を確認した。本種は小笠原諸島固有種であるとされているため、採集して形態や生態を観

察した。 
２. 方法  

沖縄県本島北部ではコモリグモの仲間を 7 属 13 種見ることができる。そこで北部地域の砂利

道、河川敷、河川、池、田んぼ、畑、海岸、森林が広がる環境 9 カ所(校内駐車場、饒波川下流の

河川敷、饒波川中流、饒波川支流、饒波地区の池、喜如嘉ターブク、シークヮーサー畑、大宜味

村の海岸、謝名城林道の林内)を選び、そこで観察されたコモリグモの種数と個体数を数えた。そ

の際いくつかの個体を採集し、70 %エタノールで液浸標本を作成した。 
発見したオガサワラコモリグモは 4 個体捕獲し、2 個体は形態観察のために 70 %エタノール

に浸して溺死させた後、光学顕微鏡を用いて触肢及び外雌器を観察した。1 個体は飼育し、食性

及び行動観察を行った。1 個体は 70 %エタノールで液浸標本を作成した。 
３. 結果  

沖縄県で見られるコモリグモ 12 種のうち、キバラコモリグモ、クラークコモリグモ、リュウ

キュウコモリグモ、ネッタイコモリグモ、ナガズキンコモリグモ、タテスジハリゲコモリグモ、

スナハラコモリグモ、ヤンバルコモリグモ、ヒガシコモリグモ、キクヅキコモリグモの 10 種を

観察できた。 
オガサワラコモリグモは、体長、色彩、脚の形態、触肢及び外雌器等の形態を記録できた。ま

た、他のコモリグモやシロアリを食べる様子を観察できた。 
４. 考察  

リュウキュウコモリグモは砂利道から林内までどこにでも見ることの出来る種である。全体的

に灰色で毛深いことが特徴である。リュウキュウコモリグモのようにどこにでも見られる種もい

れば、海岸沿いで見られるスナハラコモリグモ、林内で見られるクラークコモリグモ、水田など

の湿地帯で見られるキバラコモリグモのように、生息環境が決まっている種もいる。コモリグモ

は生息している場所へ行けば比較的簡単に見つけることができ、またリュウキュウコモリグモの

ようにどこにでも探すことのできる種もいるので、是非探してみて欲しい。本研究及び作品がコ

モリグモの探索に大いに役立つと確信している。
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上江洲 智哉      池原 そら       浦崎 ひかり      大澤 武久      大嶺 杏樹

嘉数 太仁          梶本 凜太朗      菊地 美優       岸田 梨愛奈       金城 笑 

久高 鈴香        新城 太然      田場 寛人       知花 翔        當山 功大 

富原 大輝        中川 天晴      比嘉 銀二       細江 瞭馬      宮里 一凜 

山内 巧弥        山庄 花和      金城 勇人       金城 永都      比嘉 陽人 

森 咲楽 

饒波川の河川調査 

～人の活動が及ぼす河川の生物相への影響について～ 
１. 目的  

饒波川は辺土名高校敷地側に位置し、河口～源流まで集落・農地・山林があり、人の活動と密

接に関係している河川である。 
これまで、辺土名高校では環境科の授業とサイエンス部活動にて大宜見村と国頭村の河川調査

を行なってきた。だが、饒波川については調査回数も少なく、2019 年に行われた大規模な河川工

事後は一度も調査をおこなっていない。今回、人の活動が河川に与える影響を調査するため、環

境科 2 年授業「環境測定Ⅰ」にて饒波川の河川調査を行った。 
２. 方法  

①「川の環境観察と生物採集」・②「水質の科学的調査」・③「饒波川の源流調査」の 3 つの調 

査を行った。 
① Ａ～Ｄ区間 70 分ずつ、川の観察・生物採集を行った。 
② ②パックテスト・機器を用い 11 項目の水質調査を行った。 
③ 地図を確認し、饒波川源流の探索を行った。 

３. 結果  
① 「川の環境観察と生物採集」A～D 区域の環境観察を行い、下流・平地渓流・山地渓流と区

分した。それぞれの区域別に生物の同定をし、表にまとめた。 
② 「水質の科学的調査」7 カ所で水質を調査し、表にまとめた。 
③ 「饒波川の源流調査」源流とおもわれる 4 カ所を調査した。 

４. 考察  
①「川の環境観察と生物採集」と②「水質の科学的調査」より、投棄されたゴミや残飯が見ら

れたが、ゴミの場所と生物相および水質調査に関連はなかった。河川の浄化作用の許容範囲内に

収まっていると考えられる。 
また、生物相の変化として、上流に行くほど小型化していた。これは一般的な河川でも同様で

あり、川の形態が生物相に影響を与える第一要因になってると考えられる。 
③「饒波川の源流調査」によると、源流の 1 カ所が過去の水の流れと変わっているという情報

があった。詳細はわからなかったが近隣の農地の影響が考えられ人間の活動による影響だと思

われる。 
以上より、饒波川は、ゴミは多いが、汚染度は低い結果になった。 
人間の活動による生物相への影響はないが、今後の環境学習のためにも改善に取り組むべき

ではないだろうか。 
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入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

細江 瞭馬          金城 永都        金城 勇斗       池原 そら        上江洲 智哉 

浦崎 ひかり         大澤 武久        大嶺 杏樹       嘉数 太仁        梶本 凜太朗 

菊地 美優          岸田 梨愛奈      金城 笑         久高 鈴香        新城 太然 

田場 寛人          知花 翔          當山 功大       富原 大輝        中川 天晴 

比嘉 銀二          山内 巧弥        宮里 一凜       山庄 花和 

ヒラタクワガタとリュウキュウコクワガタの行動範囲について 

～標識再捕法を用いて～ 
１. 目的  

本校は豊かな自然に囲まれた立地条件にあり、多種多様な生物が生息している。近年、チョウ

の食草や昆虫の集まる樹木を新たに植栽し、ビオトープを整備したことで生物の種類数は増加し

ているように感じられる。2017 年に直径 20 ㎝ぐらいのシマトネリコを 4 本植樹したことで、オ

キナワカブトやオキナワヒラタクワガタも集まるようになった。昨年には野外採集個体では最大

クラスの 70 ㎜弱のオキナワヒラタクワガタも発見した。クワガタムシについては、校内にある

外灯の下での発見も多く、周辺の森林から飛来していると考えるのが自然である。これらのこと

から、クワガタムシの移動距離について明らかにしたいと考えた。学校内においては実際に生息

しているオキナワヒラタクワガタを、自然森（名護市の林道）については、小型で飛翔力が高い

と予想されるリュウキュウコクワガタを研究材料として調査を行った。                    
２.方法  

1)校内におけるオキナワヒラタクワガタの標識再捕法を用いた調査 
2)自然林におけるリュウキュウコクワガタの標識再捕法を用いた調査 
1),2)どちらもクワガタの上翅に銀色のペンでナンバリングし、後日に再捕獲を試みる。 

３.結果  
1)事前に学校周辺で採集し、ストックしていた雄のオキナワヒラタクワガタ 50 匹にナンバリン

グを行い、ビオトープの池の側に放虫した。8/19、8/20、8/21、8/27、8/28、19:30～21:00 の

時間帯にトラップを回り、クワガタを採取した。 
2)8/13、調査地とした林道のトラップ１～13（約 3.8 ㎞）を自動車を使って回り、各トラップで

採取したコリュウキュウコクワガタの上翅にナンバリングを行い、その場で放虫した。その次

の日の 8/14～18 の 5 日間、各トラップを回り、再捕獲個体と新たな採集個体について記録し

た。 
４.考察  

1)表１より校内のトラップにおいて 50 個体中 14 個体が再捕獲された。放虫した場所からすぐ

そばにあるシマトネリコで 6 個体の再捕獲があり、一番遠くで採集されたのはトラップでは

なく、ウェイト場の通路であり、距離にして 30ｍぐらいであった。8/27 に野外個体を 4 個体

確認したが、トラップ 11 の個体は 60mm オーバーの雄であり、周囲の森から飛来したと予想

できる。今回の実験では、遠くまで移動する個体は確認できなかった。 
2)8/13 と 14 の捕獲データを使い、名護市の林道周辺のリュウキュウコクワガタの個体数を推測

すると、n ：42＝33：3 n＝462 となり、調査地とした林道沿いには 462 個体のリュウキュ

ウコクワガタが生息していることとなる。再捕獲された個体はすべてそのトラップで放した

個体であり、違うトラップへの移動は見られなかった。この調査地ではヒラタクワガタやネブ

トクワガタも確認できたため、今後それらの種類についても調査したい。 
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入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

新城 太然        島 千乃        根本 羅々     池原 そら       上江洲 智哉 

浦崎 ひかり       大澤 武久      大嶺 杏樹     嘉数 太仁       梶本 凜太朗 

菊地 美優        岸田 梨愛奈     金城 笑      久高 鈴香          田場 寛人 

知花 翔             當山 功大        富原 大輝      中川 天晴         比嘉 銀二 

山内 巧弥           細江 瞭馬        宮里 一凜      山庄 花和 

チョウの季節別生息状況 

～ラインセンサス法を用いたバタフライウォッチング～ 
１. 目的  

沖縄県ではこれまで迷蝶を含め約 100 種ものチョウが確認されており、季節を問わずチョウの

姿を見ることができる。チョウの食性は種によって異なり、オオゴマダラのように１種の植物の

みを摂食する種もいれば、ミカン類全般を食草とするシロオビアゲハやアブラナ科を食草とする

モンシロチョウなど、多種類の植物を摂食する種もいる。このことから、どのチョウが観察され

たかで、その場所はどのくらい緑の残された環境であるかを推測することができる。辺土名高校

近くには饒波川が流れており、その川沿いの道では毎年多くのチョウを観察することができる。

数年前から行われている「バタフライウォッチング」では、ラインセンサス法を応用して出現す

るチョウの種類と個体数を記録し、環境診断を行っている。そこで今回は、月ごとに出現するチ

ョウの種類と出現頻度を調査し、季節ごとの出現率に変化があるのか調査した。また、過去のデ

ータとの比較を行った。 
２. 方法  

ラインセンサス法は鳥類によく用いられる手法だが、あらかじめ設定しておいたセンサスルー

ト上を歩いて、一定の範囲内に出現する生物を識別して、種別の個体数をカウントする方法であ

る。毎月設定した距離を歩き、出現する蝶の種類とその出現頻度を記録した。また、「チョウによ

る環境診断表」では自然の豊かさを出現したチョウの種類で判断し、点数を 1～4 で表している。

総合点が高いほど緑豊かな環境であると分かる。 
３. 結果  

R2 年度の月別出現数の変化では、4 月と 6 月に観察されたチョウは 20 種と最多であった。5
月のみウスイロコノマチョウ、6 月のみリュウキュウヒメジャノメ、8 月のみルリタテハ、10 月

のみメスアカムラサキとアカタテハが確認されている。7 月～8 月にかけて、種数も総合点も下

がっていることが分かった。饒波では特にシロオビアゲハ、モンシロチョウ、アオスジアゲハ、

ジャコウアゲハ、ナガサキアゲハ、イシガケチョウの個体数が多かった。 
過去のデータとの月別出現数の比較では、発見された種数の平均は、4 月 16.5、6 月 16.25、9

月 13 と、4 月から 9 月にかけて減少する傾向にあることが分かった。 
４. 考察  

R2 年度の饒波では 6 月の季節の変わり目には色々な種類のチョウが出現しており、7 月の夏

には種数が減っていることから、春から夏になるまでの涼しい季節に、多くの種類のチョウが活

動しやすくなると考えられた。大宜味村饒波地区は、出現期間が長い種類が多く、出現する蝶も

多いことが分かった。総合点を比較すると、4 月は平均 43.5、6 月は平均 44、9 月は平均 34.7 と

なり、夏から秋にかけて出現するチョウの個体数は減少傾向にあることが分かった。また、饒波

地区の緑の残る環境は、H22 年からは大きく変化していないことが考えられた。
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入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

嘉数 らいと      島袋 拓斗       友寄 隆矢     赤嶺 浩登      諸喜田 康平 

辺土名高校周辺に生息するヘビ類の食性等について 

～沖縄最強のヘビはハブかアカマタか～ 
１. 目的  

辺土名高校は海、山、川に囲まれた自然豊かな場所に立地している。現在この地域「やんばる」

は世界自然遺産登録を目指しており、世界的に見てもここにしか生育・生息していない多くの固

有種を有し、生物多様性が高い地域であることが知られている。本校校庭においても多くの生物

が存在しているが、特にヘビ類の目撃が多くあり、興味をそそられた。そこで学校周辺における

ヘビ類の種類やその食性や行動生態、生態系の中の食う食われるの関係について明らかにする。 
２.方法  

1)学校周辺に生息している何種類かのヘビを採取し、飼育下で食する動物やヘビ類同士の食う

食われるの関係について調査する。 
2)採取したヘビを解剖し、胃内容物から食性について調べる。解剖後は骨格や皮の標本を製作

する。 
3)校内での生息数の多いガラスヒバァの尾の部分を切ってマーキングとし、校内に放した後で、

再捕獲を試み、行動範囲について調査する。 
３.結果  

1)学校で飼育していたアカマタ、採取したガラスヒバァ、リュウキュウアオヘビ、ブラーミニ

メクラヘビについて文献等を参考にしながら食すると思われる動物を餌として与え、食性

について実験した。アカマタに小型のハブをいれたところアカマタがハブを食することが

観察できた。ハブの毒はアカマタには効かないように見えた。※ハブは飼育はしていない 
2)学校の北側を流れる河川の周辺でハブを捕獲した。解剖し胃内容物を調べるとヒメハブが出

てきた。ハブの皮の標本、頭骨の骨格標本などを製作した。 
3)マーキングして放したガラスヒバァを 3 度再捕獲することに成功した。 

４.考察  
比較的狭い範囲の校庭において多種多様なヘビ類が生息できるということは、これまでの進化

の過程において食い分けやすみ分けができているからだと考える。アカマタがハブなど他のヘビ

類を捕食することが文献等に記載されているが、実際にハブやアオヘビ、ガラスヒバァを捕食した。

この地域の生態ピラミッドでは、ヘビ類の中ではアカマタが上位消費者となっていると考えられ

る。捕獲したハブからヒメハブが出てきた。ハブとアカマタの体長を揃えて一緒にケージに入れた

ところはじめ攻撃し合ったが、お互いに干渉しなくなった。このことからアカマタとハブ、ヒメハ

ブについては種の違いによる食う食われるの関係よりも体の大きさの方が重要で、やはり大きい

サイズの個体が種に関係なく捕食している可能性が示唆された。マーキングをしての再捕獲実験

において、ガラスヒバァについてはあまり移動しないことがわかった。これは校内にいるカジカガ

エルなどが安定して捕食できるためだと考えられる。 
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入選 
地学 

沖縄県立那覇高等学校 

島袋 晃汰        幸地 翔世      榊 晋太郎       長嶺 瑠依     松村 心乃 

おいだせコロナ ～効率良く換気するには～ 
 
１. 目的  

近年、世界中では新型コロナウイルス感染症が拡大し、日本は三密を防ぐために、いろいろな

対策を行っている。その中でも換気について那覇高校では、常に教室のドアの四隅を 10 ㎝開け

ているが、本当に効果があるのか、また他に効率のいい換気の方法があるのではなかと思いこの

研究に取り組んだ。 
２. 方法  

実験時の天気、気温、湿度、風速を記録し、教室の縦１列の６地点（1.35ｍ間隔）に目印をつ

け、開ける窓は四隅の窓とする。フォグマシンを使って煙を充満させ、窓を 10 分間開けて教室

に残っている煙の量と、目印が何枚目まで見えるかを比較する。 
研究１は教室の開ける窓を２カ所又は４カ所とし、開ける幅を 10 ㎝とする。10 分間でどのく

らい換気がなされたかを、いくつか条件を変えた実験で比較する。 
研究２では研究１を踏まえ、最も効率が良かった窓を開けて実験を行い、扇風機を加えた場合

や、窓を全開にした場合を比較する。 
３. 結果  

【研究１】黒板側の前方にある２つの窓を開けた時、反対側（教室後方）の換気ができていなか   

った。廊下側に面した２つの窓を開けた時、その窓の反対側が換気できていなかった。

対角線にある２つの窓を開けた時、均等に換気できた。４カ所全ての窓を開けた時、

均等に換気できたが、中央部の煙の量があまり減少していなかった。 
【研究２】研究１の結果を踏まえ、対角線上の２つの窓を開け、かつ扇風機は真ん中に置いた時

に一番換気ができた。対角線にある２つの窓を全開した時、約 4 分で部屋全体を換気

できた。また、４カ所の窓を全開（開口部約 80cm）した時、約 2 分で部屋全体を換

気できた。 
４. 考察  

研究１の結果から、対角線にある２つの窓を開けた方が一番換気されていた。このことから、

風の出入口が対角線であると風の通り道ができ、スムーズに風を通すことができ、他の実験と比

べて効率よく教室の換気が行えたと考えられる。 
研究２の結果から、扇風機は教室の中央に置いたほうが良いと分かった。このことから、扇風

機を教室の中央にすることによって、周りの空気が扇風機の風によって攪拌されることで隅々ま

で均等に換気されたと考えられる。また、対角線にある２つの窓を全開するのと、四隅の窓を全

開するのとでは、後者が効率よく換気できた。このことから、窓を全開した時は 10 ㎝開けた時

と比べて、空気が一気に外に出ていくので、換気する場合は窓を最大に開けた方が効率よく換気

できると考えられる。 
まとめると、教室の換気は４カ所の窓 10cm 開けると中央部の換気が滞り、対角線上の窓に扇

風機を追加した場合はかなり換気がなされ、強制的に換気する場合は４カ所の窓を全開すると良

いことが判った。冬の教室の換気に活かしていきたい。
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入選 
地学 

沖縄県立向陽高等学校 

比嘉 あいこ         比嘉 妃奈             又吉 香羽美       吉村 みみ 

地形の違いによる気象要素への影響 part2 

１. 目的  
メディアで発表される糸数観測所の気象要素の観測値と実際の体感との違いに疑問をもち、向

陽高校周辺の気象要素をより正確に予測するという昨年度の研究を、私達が住んでいる地域に広

げ、観測項目を増やすことで、新たな発見があるのではないかと思い、この研究をしたいと考え

た。 
２. 方法  

気温・湿度・風向・風速の 4 項目を糸満・豊見城・南城・向陽・糸数・那覇の 6 地点で計測す

る。糸数・那覇は気象庁のデータを使用する。向陽は校内に設置された vantageVUE を使用。糸

満・豊見城・南城はミニマルチ環境測定器を使用する。平日の登校前の午前 6 時と帰宅後の午後

8 時に計測し、これらのデータをグラフにまとめていく。 
３. 結果  

気温について、豊見城と南城、向陽・那覇・糸数はそれぞれ 9 月～11 月の間ずっと変動の仕方

が似ていた。平均して最も高かったのは糸満、低いのは糸数であった。また、11 月は 9，10 月に

比べて気温の変動が激しかった。 
湿度について、平均して最も高かったのは向陽、低かったのは糸満であった。 
夜の湿度に着目すると、11 月のほうが、10 月よりも湿度が全体的に高かった。 
風速について、南城・糸満・豊見城は 9～11 月の間で高い観測値は見られなかった。糸数と那

覇は変動の仕方が似ており、又、他の地域と比べて観測値が高かった。 
４. 考察  

今回の研究で、同じ本島南部地域でも変動の仕方に差が出たり似ていたりすることが分かった。

しかし、現時点でのデータでは共通点や相違点を調べきることが出来なかった。例えば、標高が

０ｍ近い糸満の気温がこの 6 地点のなかで最も高い数値になっているが、気温減率も働かない標

高差である糸満と向陽でなぜ 2℃も差が生じるかが分からなかった。地形の違いによる影響があ

ると考えているが、地形の違いについて、標高の違いのみを取り入れていた節があったため、今

後は勾配や海岸線からの距離などもデータに取り入れていきたい。 
また、風向と風速の相関図も作成し、研究の材料として使っていきたいと考えている。糸満と

向陽はそれぞれ海が近いが、糸満はほぼ値が 0ｍ/ｓに近いのに対し、向陽はそれ以上の数値が出

ていることから、観測点周辺の環境も今回の観測結果に影響を及ぼしているのではない方と考え

ている。そのため、 
周辺環境についても調べていく必要があると思った。加えて、気象要素に一番影響を及ぼすで

あろう天気も調べていくべきだと考えている。 
今回のレポートで明らかになった疑問や反省点を今後の研究に活かしたい。 
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優秀指導者賞
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照 　 屋 　 盛 　 太

宮 　 城 　 英 　 雄

ジ リ ア ン 　 イ ー ス ト マ ン
Ms. Jillian Eastman

南 城 市 立 大 里 中 学 校

沖 縄 県 立 中 部 農 林 高 等 学 校

ク バ サ キ 　 ハ イ ス ク ー ル
Kubasaki High School
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第 43回　沖縄青少年科学作品展

動画コンテンツ
上位賞作品発表

上位賞作品発表 出演作品⼀覧

研究取り組みに関するコメント

研究取り組みに関するコメント 出演作品⼀覧

Mr カガックのサイエンスショー
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URL：https://www.okiden.co.jp/active/event/science/index.html

沖縄県知事賞

バナナセセリ

～その不思議な生態にせまる　Part2 ～

（国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校）

沖縄県知事賞

ミステリークレイフィッシュでアクアポニックス

～生体に与える餌で野菜の栽培水を作り、グリーンリーフを

大きく育てる研究～

（沖縄市立越来中学校）

沖縄県知事賞

伝える！うるまの資源　ビーグの魅力を伝え隊　～ゼロ・エ

ミッションに向けたバイオプラスチックの取り組み～

（沖縄県立中部農林高等学校）

沖縄電力社長賞

飛べ！マグヌス飛行機

（沖縄カトリック小学校）

上位賞作品発表

動画コンテンツ
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沖縄県教育長賞

緑茶の可能性！勝て菌パワーでコロナに負けない体を作ろう！

（宮古島市立東小学校）

沖縄県教育長賞

オシロイバナのかんさつ

（南風原町立津嘉山小学校）

沖縄県教育長賞

電子レンジの研究

（大宜味村立大宜味中学校）

沖縄県教育長賞

蚊取り線香の灰の不思議

～なぜ、切れ方がちがうのか？～

（南城市立大里中学校）

沖縄県教育長賞

月桃精油　～化学的な面にもふれてみる～

（南城市立知念中学校）

沖縄県教育長賞

オジギソウはどんな草？Part2　オジギソウの葉の開閉の秘密

－光それとも体内時計？－

（豊見城市立伊良波中学校）
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沖縄県教育長賞

石垣島のクマゼミ Cryptotympana facialis の研究

～市街地と山間部の比較で見えてきたもの～

（沖縄県立八重山高等学校）

環境奨励賞

鳩間島のヤシガニについて　パート５

～甲羅の紋様を利用した個体識別方法の検証とヤシガニの産

卵の様子の観察～

（石垣市立大浜中学校）

環境奨励賞

外来爬虫類（グリーンアノール）の捕獲研究

（沖縄県立向陽高等学校）
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作品名 学校名

バナナセセリ 〜その不思議な生態にせまる Part2 〜
国立大学法人
琉球大学教育学部附属中学校

ミステリークレイフィッシュでアクアポニックス〜生体に与える餌で野菜の栽培
水を作り、グリーンリーフを大きく育てる研究〜

沖縄市立越来中学校

伝える！うるまの資源 ビーグの魅力を伝え隊
〜ゼロ・エミッションに向けたバイオプラスチックの取り組み〜

沖縄県立中部農林高等学校

飛べ！マグヌス飛行機 沖縄カトリック小学校

緑茶の可能性！勝て菌パワーでコロナに負けない体を作ろう！ 宮古島市立東小学校

オシロイバナのかんさつ 南風原町立津嘉山小学校

電子レンジの研究 大宜味村立大宜味中学校

蚊取り線香の灰の不思議 〜なぜ、切れ方がちがうのか？〜 南城市立大里中学校

月桃精油 〜化学的な面にもふれてみる〜 南城市立知念中学校

オジギソウはどんな草？ Part2
オジギソウの葉の開閉の秘密−光それとも体内時計？−

豊見城市立伊良波中学校

石垣島のクマゼミ Cryptotympana facialis の研究
〜市街地と山間部の比較で見えてきたもの〜

沖縄県立八重山高等学校

鳩間島のヤシガニについて パート５〜甲羅の紋様を利用した個体
識別方法の検証とヤシガニの産卵の様子の観察〜

石垣市立大浜中学校

外来爬虫類（グリーンアノール）の捕獲研究 沖縄県立向陽高等学校

※出演承諾をいただけた受賞者のみ

上位賞作品発表 出演作品⼀覧
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小学校① 小学校②

中学校① 中学校②

中学校③ 高等学校①

高等学校② 高等学校③

研究取り組みに関するコメント

－ 380 －



作品名 学校名

飛べ！マグヌス飛行機 沖縄カトリック小学校

わたしがいちねんかんでたべたくだもののずかん 宮古島市立東小学校

緑茶の可能性！勝て菌パワーでコロナに負けない体を作ろう！ 宮古島市立東小学校

やせいのマメのめばえのかんさつとひょうほんづくり 竹富町立上原小学校

オシロイバナのかんさつ 南風原町立津嘉山小学校

星を探した夏休み 2 那覇市立城東小学校

雲の観察 糸満市立糸満南小学校

電子レンジの研究 大宜味村立大宜味中学校

蚊取り線香の灰の不思議 〜なぜ、切れ方がちがうのか？〜 南城市立大里中学校

液体を使って魚類を骨にする 2
〜液体の成分を使ってさまざまな物質を溶解する〜

糸満市立西崎中学校

ビタミン C の濃度について 〜パート 3〜 本部町立上本部学園中学部

鳩間島のヤシガニについて パート５
〜甲羅の紋様を利用した個体識別方法の検証とヤシガニの産卵の様子の観察〜

石垣市立大浜中学校

カタツムリをロードキル（れき死）から守る研究〜野生動物との共生〜 北中城村立北中城中学校

バナナセセリ 〜その不思議な生態にせまる Part2 〜
国立大学法人
琉球大学教育学部附属中学校

エノキアオイの葉を長持ちさせる条件 浦添市立仲西中学校

歯の健康状態を知るためには 浦添市立神森中学校

オジギソウはどんな草？ Part2
オジギソウの葉の開閉の秘密−光それとも体内時計？−

豊見城市立伊良波中学校

ミステリークレイフィッシュでアクアポニックス
〜生体に与える餌で野菜の栽培水を作り、グリーンリーフを大きく育てる研究〜

沖縄市立越来中学校

汎用浅深度自律型水中探査機の研究と開発 沖縄カトリック高等学校

靴裏のゴムの効果について 沖縄県立向陽高等学校

演習林における保全種の生育状況と保全の研究 沖縄県立八重山農林高等学校

外来爬虫類（グリーンアノール）の捕獲研究 沖縄県立向陽高等学校

淡水、汽水、海水における魚類の生存可能領域の違い 沖縄県立向陽高等学校

おいだせコロナ 〜効率良く換気するには〜 沖縄県立那覇高等学校

伝える！うるまの資源 ビーグの魅力を伝え隊
〜ゼロ・エミッションに向けたバイオプラスチックの取り組み〜

沖縄県立中部農林高等学校

地域の農産物を用いた六次産業の取り組み 〜焼酎の試験醸造〜 沖縄県立八重山農林高等学校

地域の農産物を用いた六次産業の取り組み 〜ラム酒の試験醸造〜 沖縄県立八重山農林高等学校

※出演承諾をいただけた受賞者のみ

研究取り組みに関するコメント 出演作品⼀覧
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①「シャボン玉」篇 ②「浮遊現象」篇

③「時計反応」篇 ④「落ちない水」篇

Mr カガックのサイエンスショー

－ 382 －



上位入賞者受賞記念

沖縄県知事賞

【生物】

きれいな海ってどんな海－きれいな海の条件と人と

生き物が共通するきれいな海を考える－

名護市立名護小学校

６年　友利　妃来　　１年　友利　充来

【生物】

バナナセセリ

～ その不思議な生態にせまる　Part2 ～

国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校

２年　眞榮城　綾香
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【産業】

ミステリークレイフィッシュでアクアポニックス

～生体に与える餌で野菜の栽培水を作り、グリーンリーフを大きく育てる研究～

沖縄市立越来中学校

３年　大里　柚　　眞喜志　ひのり　　大城　怜央　　　具志　流芽

【産業】

伝える！うるまの資源　ビーグの魅力を伝え隊

～ゼロ・エミッションに向けたバイオプラスチックの取り組み～

沖縄県立中部農林高等学校

３年　祖堅　美空　　町田　遥　　池原　さくら　　久場　鈴菜　　仲里　明

　　　伊山　綾香　　髙嶺　奈里　　屋嘉部　笑美　　玉城　瑠奈
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沖縄電力社長賞

【物理】

飛べ！マグヌス飛行機

沖縄カトリック小学校

６年　山根　寛矢　　３年　山根　唯乃

【生物】

緑茶の可能性！勝て菌パワーでコロナに負けない体を作ろう！

宮古島市立東小学校

６年　佐藤　茉陽夏

沖縄県教育長賞
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【生物】

オシロイバナのかんさつ

南風原町立津嘉山小学校

３年　山田　侑志

【物理】

電子レンジの研究

大宜味村立大宜味中学校

３年　上原　蓬
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【物理】

蚊取り線香の灰の不思議～なぜ、切れ方がちがうのか？～

南城市立大里中学校

２年　新垣　尚琉

【科学】

月桃精油～化学的な面にもふれてみる～

南城市立知念中学校

２年　佐敷　優羽
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【生物】

オジギソウはどんな草？ Part2

オジギソウの葉の開閉の秘密－光それとも体内時計？－

豊見城市立伊良波中学校

１年　松山　愉音

【生物】

石垣島のクマゼミ Cryptotympanafacialis の研究

～市街地と山間部の比較で見えてきたもの～

沖縄県立八重山高等学校

　　１年　新盛　みゆ　　石垣　有那　　太田　龍魁　　北浦　玲央
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【生物】

オオバギ Macaranga　tanarius の花外蜜腺が存在する要因

沖縄県立球陽高等学校

　　　　２年　祝　杏奈　　宜保　優希　　知花　美月

　　　　　　　仲宗根　和奏　　山田　瑚々

環境奨励賞

【生物】

鳩間島のヤシガニについて　パート５

～甲羅の紋様を利用した個体識別方法の検証とヤシガニの産卵の様子の観察～

石垣市立大浜中学校　１年　西原　智章

石垣市立大浜小学校　４年　西原　智穂
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【生物】

外来爬虫類（グリーンアノール）の捕獲研究

沖縄県立向陽高等学校

　　　　　２年　上原　怜　　松田　博斗　　大濱　琉優輝　　金城　有星

－ 390 －



第 43回　沖縄青少年科学作品展

資料

第43回沖縄青少年科学作品展関係者名簿

第 43回沖縄青少年科学作品展応募作品一覧表

第 43回沖縄青少年科学作品展応募者数及び来場者数の推移
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第 43 回沖縄青少年科学作品展関係者名簿

★実行委員会名簿

　　　委　員　長　　　島　袋　清　人　　　代表取締役副社長 (研究開発部担当役員 )

　　　副 委 員 長　　　高　原　景　滋　　　研究開発部長

　　　委　　　員　　　上　間　　　学　　　内部監査室長

　　　　　〃　　　　　喜　納　　　篤　　　防災室長

　　　　　〃　　　　　上　間　　　淳　　　企画本部　取締役企画部長

　　　　　〃　　　　　佐久本　達　哉　　　企画本部　事業開発部長

　　　　　〃　　　　　宜　保　　　恒　　　IT 推進本部　IT 事業グループ長

　　　　　〃　　　　　徳　本　　　斉　　　IT 推進本部　理事情報システム部長

　　　　　〃　　　　　屋　宜　　　誠　　　環境部長

　　　　　〃　　　　　糸　数　昌　英　　　理事総務部長

　　　　　〃　　　　　安慶田　晃　大　　　総務部　秘書グループ長

　　　　　〃　　　　　長　嶺　　　修　　　総務部　広報グループ長

　　　　　〃　　　　　仲　村　直　将　　　取締役経理部長

　　　　　〃　　　　　仲　嶺　　　真　　　資材部長

　　　　　〃　　　　　又　吉　　　司　　　用地部長

　　　　　〃　　　　　嘉味田　朝　紀　　　販売本部　販売企画部長

　　　　　〃　　　　　城　間　俊　人　　　販売本部　法人営業部長

　　　　　〃　　　　　桃　原　致　伸　　　販売本部　生活営業部長

　　　　　〃　　　　　当　真　　　健　　　送配電本部　送配電事業部長

　　　　　〃　　　　　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　取締役発電部長

　　　　　〃　　　　　上　原　由　嗣　　　離島カンパニー　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

　　　　　〃　　　　　島　村　一　司　　　沖縄県理科教育協会　会長

　　　委　　　員　　　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

　　　　　〃 (〃 )　　　木　下　剛　志　　　沖縄県理科教育協会　事務局長

　　　事　務　局　　　　　　　　　　　　　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

　　　　（24 名）　　　　濱　川　武　司　　　県立総合教育センター理科研修班

　　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　　　照　屋　俊　明　　　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

　　　　　　　　　　　伊　波　　　努　　　嘉手納町教育委員会

　　　　　　　　　　　佐久本　　　努　　　県立総合教育センターＩＴ教育班

　　　　　　　　　　　鎌　田　浩　栄　　　教育庁島尻教育事務所　

　　　　　　　　　　　平　田　　　優　　　那覇市教育委員会

　　　　　　　　　　　宮　平　光　二　　　金武町教育委員会

　　　　　　　　　　　屋　宜　　　督　　　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

　　　　　　　　　　　濱　田　栄　作　　　琉球大学教育学部学校教育教員養成課程 

　　　　　　　　　　　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 43 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 3 0 5 0 8 0 16 0 15%

化 学 5 0 3 0 18 0 26 0 24%

生 物 9 0 9 0 32 1 50 1 45%

地 学 4 0 1 0 5 0 10 0 9%

産 業 0 0 2 0 6 0 8 0 7%

合 計 21 0 20 0 69 1 110 1 100%

※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 1 1 2 2 5 5 0 0 2 2 6 6 8 8 8 8

化 学 5 5 0 0 3 3 0 0 0 0 18 18 8 8 18 18

生 物 8 8 1 1 8 8 1 1 2 1 30 30 18 17 32 32

地 学 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5

産 業 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 6 6 1 1 7 7

合 計 18 18 3 3 18 18 2 2 4 3 65 65 40 39 70 70

※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 3 3 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0

化 学 5 5 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0

生 物 9 9 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 32 31 0 0 0 0 50 49 0 0 0 0

地 学 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0

産 業 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0

合 計 21 21 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 69 68 0 0 0 0 110 109 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 18 18 18 18 18 17 54 53

人 数 25 25 22 22 367 366 414 413

※塗りつぶしはアメリカンスクール外数
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５．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 琉球大学教育学部附属小学校 1 1

2 糸満市立糸満南小学校 1 1 2

3 浦添市立港川小 1 1

4 沖縄市立山内小学校 1 1

5 沖縄市立比屋根小学校 1 1

6 北中城村立北中城小学校 1 1

7 沖縄カトリック小学校 1 1 1 3

8 竹富町立上原小学校 1 1

9 名護市立名護小学校 1 1

10 那覇市立曙小学校 1 1

11 那覇市立城東小学校 1 1

12 那覇市立天久小学校 1 1

13 南城市立大里南小学校 1 1

14 南風原町立津嘉山小学校 1 1

15 南風原町立北丘小学校 1 1

16 宮古島市立東小学校 2 2

17 与那原町立与那原小学校 1 1

18
石垣市立大浜小学校

（作品は石垣市立大浜中学校と連名）

3 5 9 4 0 21
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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 石垣市立大浜中学校 1 1

2 糸満市立三和中学校 1 1

3 糸満市立糸満中学校 1 1

4 糸満市立西崎中学校 1 1

5 浦添市立浦添中学校 1 1

6 浦添市立神森中学校 1 1

7 浦添市立仲西中学校 1 1

8 大宜見村立大宜味中学校 1 1

9 沖縄市立越来中学校 1 1

10 沖縄市立山内中学校 1 1

11 北中城村立北中城中学校 1 1

12
国立琉球大学教育学部

附属中学校
1 1 2

13 豊見城市立伊良波中学校 1 1

14 那覇市立安岡中学校 1 1

15 南城市立大里中学校 1 1 2

16 南城市立知念中学校 1 1

17 本部町立上本部学園中学部 1 1

18 八重瀬町立具志頭中学校 1 1

19

20

5 3 9 1 2 20

　高校の部

科目

学校名
物 理 化 学 生 物 地 学 産 業 合 計

1 沖縄県立浦添工業高等学校 1 1

2 沖縄県立開邦高等学校 11 1 12

3 沖縄県立球陽高等学校 3 4 6 2 1 16

4 沖縄県立向陽高等学校 1 1 3 1 6

5 沖縄県立コザ高等学校 2 2

6 沖縄県立首里高等学校 1 1

7 沖縄県立中部農林高等学校 1 1

8 沖縄県立泊高等学校 1 1

9 沖縄県立豊見城高等学校 1 1

10 沖縄県立那覇高等学校 2 2

11 沖縄県立那覇国際高等学校 2 2

12 沖縄県立辺土名高等学校 11 1 12

13 沖縄県立北山高等学校 1 3 4

14 沖縄県立宮古高等学校 1 1

15 沖縄県立八重山高等学校 2 2

16 沖縄県立八重山農林高等学校 1 2 3

17 沖縄カトリック高等学校 1 1

18

19

20

21 8 18 31 5 6 68
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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)

令和 2年度 第 43 回
21 (18) 20 (18) 68 (18) 109 (54)

110 (55) － － －
0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1)

※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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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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