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祝　　辞

　はいさい、ぐすーよー、ちゅーうがなびら。

　第 44 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。

　本日各賞を受賞された皆様、誠におめでとうございます。

　どの作品も創意工夫を凝らし、試行錯誤を重ねるなど、地道な努力をされ、新たな学びや発見をとおして得られた

成果が、本日の栄えある受賞として実を結んだものと思います。

　今後も科学に対する「なぜだろう」という好奇心、科学を楽しみながら学ぶ心、継続力を養われ、将来の沖縄県、

さらには世界を牽引する人材として活躍されることを期待しております。

　さて、沖縄電力株式会社が主催され、1979 年（昭和 54 年）からスタートした沖縄青少年科学作品展は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響が長期化する中、昨年に引き続き、開催規模を縮小したうえで継続されております。子ども

達のために、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、心から感謝と敬意を表します。

　また、本作品展に御助力された先生方、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、

理解を深められる環境づくりに今後とも御支援を賜りますとともに、子ども達の背中を押し、応援していただきます

ようお願い申し上げます。

　沖縄県としましても、本県の将来を担う人材の育成に引き続き取り組んでまいりますので、皆様の御理解と御協力

を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、沖縄電力株式会社の皆様をはじめ、関係者の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。

2022 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 44th Exhibition of the science-work by the 

students in Okinawa to take place.

 I would like to congratulate all the prizewinner today.

　All the projects were full of inventive ideas, repeated trial and error, made with steady effort and 

the result through new learning and discovery which lead to receiving a prize today.

　Curiosity to be" why" for the science, a heart to learn while enjoying science, a continuation power 

has developed and I hope that you will play an active role in future Okinawa as the human resources who 

will leads the world in future.

　Exhibition of the science-work by the students in Okinawa hosted by the Okinawa Electric Power Co,Inc. 

since started back in 1979, even though the event itself is going to be held in smaller scale due to 

COVID-19, continuing from last year.

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

 In addition, I hope that teachers, parents and the people who supported children to become familiar 

with technology, making of environment where deepened the understanding, continuously push their back to 

support them.

　As Okinawa prefecture, we will continue to upbring of human resources who carry the future of this 

prefecture, I hope that I have your understanding and cooperation. 

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

my congratulatory speech. 

　Ippei-Nife-Debiru (I thank you very much).

March, 2022.

Governor of Okinawa Prefecture

Denny Tamaki

－ 2 －



ご　挨　拶

　第４４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」を目的に開催され、県内の児童生徒が科学への興味・関心を高め、夢や希望を育む機会となってきました。本

作品展を長きにわたり主催してこられた、沖縄電力株式会社様に対し、心より敬意を表します。

　さて、児童生徒の皆さんにとって、今年も新型コロナウイルス感染症の影響で、思うように研究が進まず、いろい

ろな困難があったことと思います。それにも関わらず、今回も多くの作品の応募があったと聞き、大変嬉しく思って

おります。

　２０２１年ノーベル物理学賞は、二酸化炭素が気候に与える影響を世界に先駆けて明らかにし、地球温暖化研究の

基礎を築いた真鍋淑郎先生が受賞されました。真鍋先生は、本当におもしろい研究を行うには、好奇心が大切である

とおっしゃっています。児童生徒の皆さんには、好奇心を大切にし、科学を楽しみ、未知の世界を探究するを心を持

ち続けて欲しいと思います。

　受賞された皆さん、誠におめでとうございます。今後も、いろいろなことに好奇心と楽しむ心を持って取り組んで

下さい。そして、困難な問題にぶつかった時、本日の受賞の喜びや研究が完成したときの達成感を思い出して、粘り

強く取り組んで欲しいと思います。この沖縄から、世界に羽ばたく科学者が育っていくことを期待しております。

　結びに、本作品展の主催者である沖縄電力株式会社様と研究に取り組む児童生徒を見守り支えた御家族及び周囲の

方々に改めて感謝申し上げるとともに、本作品展の今後の充実、御発展を祈念しまして挨拶といたします。

令和４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 as to celebrate at the 44th Exhibition of the science -work by the 

students in Okinawa.

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

this prefecture, became a great opportunity to arouse interest to science, and to bring up dreams and 

hopes. I would like to express my sincere gratitude to the Okinawa Electric Power Co, Inc. who has been 

hosting this exhibition for a long time.

　I’m sure you have faced some difficulties that your study didn’t progress as you wanted to due to the 

spreading of COVID-19 this year. Nevertheless, I’m glad to hear that there were many entries of the 

projects this year.

　In 2021, Mr. Shukuro Manabe won Nobel Prize in Physics who clarified the influence of carbon dioxide 

caused to the climate ahead of the world and built the basics of global warming study. Mr. Manabe says 

that curiosity is important to perform a really interesting study. I hope that all the students will 

value curiosity and enjoy science, continue to have a heart that wants to investigate the unknown world.

Congratulation to all the prizewinner. Please continue approaching many things with your curiosity 

and enjoy while you approach. And, when you hit the wall with difficulty, I want you to remember the 

happiness and feeling of achievement you felt today and proceed with tenacious attitude. 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, 2022

Okinawa prefectural board of education

Superintendent  Hiromasa Kinjo

－ 4 －



主催者挨拶

　おきでんプレゼンツ第 44 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 44 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、昨年に引き続き 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。そのような中でも嬉しいことに、

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、2021 年は宇宙が身近になった年でした。話題となったのは、民間企業による有人宇宙飛行が実現し、宇宙

旅行が夢ではなくなったことです。アメリカでは 7 月に高度 85 キロメートル、その数日後に 100 キロメートルの飛

行で数分間の無重力体験をする宇宙旅行を、さらには 9月に民間人のみを乗せたロケットが高度約 600 キロメートル

で地球を周回する 3 日間の宇宙旅行を達成しました。日本では初となる民間人による国際宇宙ステーションへの 12

日間の滞在が注目を集め、様々な宇宙旅行が成功をおさめました。このような成功の裏には、多くの人たちの夢と努

力、挑戦があったはずです。研究も同じように、結論を導き出すために一つ一つの実験や観察を日々重ねて努力、挑

戦することが必要です。本作品展への応募を通して培った小さな発見を大切にする気持ち、疑問を探求する気持ちを

忘れず、様々なことに挑戦し、今思い描いている夢を実現させていただきたいと思います。

　今回の作品展のテーマは「まだ見ぬ世界を　科学のチカラで」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。

2022 年 3 月

沖縄電力株式会社

代表取締役社長　本永 浩之

－ 5 －



The 44th 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 44th Exhibition of the science-work by the 

students in Okinawa.

　This is 44th year for this exhibition since we started to host in 1979. This was made possible thanks 

to not only all the students who put your effort, but 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 prize winner.

　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, 2021 was the year when space became familiar. The topic of manned space flight by the private 

enterprise is actualized, and a space trip was not a dream to have. In July, flights of an altitude of 

85 kilometers, few days later it was 100 kilometers of weightless experience space trip for a several 

minutes in the United States, in September, the 3-day space trip to go around the earth at an altitude 

of about 600 kilometers with only a private citizen on the rocket was achieved. A 12-day stay at the 

International Space Station by the first private citizen attracted attention in Japan, and various space 

trips achieved success. There should have been a dream and an effort, the challenge of many people on 

the behind of such a success. The research is the same, repeats experiment and observation every day 

with an effort to reach at a conclusion, to challenge is necessary.

　I’m hoping that you will not forget to treasure the feeling of small discovery, inquiring mind, 

and the spirit of challenging various study which you cultivate through entering your project to this 

exhibition, 

　and hope to realize the dream that you just imagined.

　This year, we have the theme as “The world we haven’t seen yet, by the power of the science”. I 

hope that you will continue to have your scientific curiosity to become scientist who will be successful 

around the world in the future. As our company stands, we would like to continue our effort to promote 

science education and to support cultivating key persons through this exhibition. 

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

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

successful, from bottom of my heart.

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

March, 2022

 The Okinawa Electric Power Co,.Inc

   President   Hiroyuki Motonaga

－ 6 －



実行委員長挨拶

　おきでんプレゼンツ第 44 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。

　本作品展は児童・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 44 回目を迎えること

ができました。一方で、2020 年から続く新型コロナウイルス感染症の感染拡大が、2022 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、昨年に引き続き 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 44 回は「まだ見ぬ世界を　科学

のチカラで」をテーマとしています。

　本作品展では、県内の小・中学校、高等学校から、総数 113 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、

高校部門には、実験や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。

　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・中学

校、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。

2022 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 44th 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 44th Exhibition of Science-work by students in 

Okinawa presented by OKIDEN.

　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 44th year. On the other hand, considering the spreading of 

COVID-19 that still have a big influence on our life in 2022 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 44th year, we have a theme as “The world we 

haven’t seen yet, by the power of the science”.

　 Total of 113 projects from elementary, middle, high schools within the prefecture entered the 

exhibition this year. The projects, which entered from elementary and middle school division 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 school 

division, there are many superior works which they analyzed, and it is exhibited by a result of an 

experiment, the observation. 

　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 pandemic, 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 enjoying 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, 2022

Kiyohito Shimabukuro

Executive Committee Chairman

Exhibition of Science-work by the Students in Okinawa

(Executive director vice president of The Okinawa Electric Power Co., Inc.)
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第 44 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、昨年度に引き続き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、式典及びブースイベント等を実施せず、作品審査及び結果公表のみの縮小開催となりました。夏の

東京オリンピック・パラリンピックにおける選手の活躍に感動したのもつかの間、全国的に第５波となる新型コロナ

ウイルスのデルタ株の感染拡大にともない児童生徒の研究活動にも様々な影響があったかと思われましたが、昨年度

と同程度の作品数が出展されました。　　

　応募作品数は、小学校 22 点、中学校 22 点、高等学校 69 点の合計 113 点でした。応募した学校数は、小学校 19 校、

中学校 18 校、高等学校 14 校でした。今回は、アメリカンスクールからの出展がありませんでした。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 20 点、グループで研究した共同研究が２点、中学校で

個人研究が 18 点、共同研究が４点、高等学校で個人研究が５点、共同研究が 64 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。教科領域別の応募作品数では、小・中・高を通して生物分野が 46 点、化学

分野が 31 点、物理分野が 17 点、地学分野が 10 点、産業分野が９点で、例年通り生物分野からの出展が多くなっ

ています。また、今回は、各分野において SDGs の視点を取り入れた研究が増えたことが特徴となっています。

　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、25 名の審査員が慎重かつ公平、総合的に審査を

行いました。昨年度との変更点は、研究概要をまとめたパネルの提出を例年通り必須に戻して審査対象としたことで

す。そのため工夫を凝らしたパネルも多く見られ、研究レポートもスムーズに読み込むことができました。審査の結

果、沖縄県知事賞２作品、沖縄電力社長賞２作品、沖縄県教育長賞６作品、環境奨励賞３作品、佳作 45 作品、入選

55 作品、優秀指導者賞２名の選定をしました。審査結果の詳細は表彰一覧をご覧ください。

　なお、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６点、化学５点、生物９点、地学２点の計 22 点の出展がありました。どの作品も、各

地区の審査を経て、県児童生徒作品展から推薦された作品とあって内容が充実していました。日常生活や身近な自然

について感じた不思議や、ものづくりや採集活動などいろいろなテーマを取り上げ、個人やグループで観察や実験を

行い、楽しく研究に取り組んだ様子がうかがえる作品ばかりでした。また、前年度までの研究の成果を踏まえ、新た

な工夫を加え粘り強く取り組んだ内容や、身近な自然環境の保全など SDGs を意識した内容などがありました。そし

て、どの作品においても図や写真、グラフや表なども効果的に使い、分かりやすくまとめられていました。このよう

な作品から、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。上位入賞した作品は、仮説を立て、

それを検証するために、創意工夫を凝らした実験や粘り強く丁寧な観察が行われ、得られたデータを基にしっかりと

考察ができていました。今後も、好奇心を大切にし、面白い研究に出会えることを期待します。

　今年度、出展された作品の中に、応募した分野の内容とは異なる作品がいくつか見受けられました。自分の研究が

どの分野に当たるのかを、保護者や先生に相談して出展して下さるようお願いします。

(2) 中学校においては、物理３点、化学６点、生物 10 点、地学２点、産業１点の計 22 点の出展がありました。小

学校と同様に、どの作品も各地区及び県児童生徒作品展の審査を経て推薦された作品であり、しっかりとした研究プ
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ロセス、独自の計測装置の製作等の工夫を凝らした観察・実験、得られたデータの統計的な解析等、中学生にとって

は質の高い研究レポートが多数ありました。一方、データ量が不足している研究もありましたが、全体的には身近な

自然現象を素材に、発想豊かに様々な視点から粘い強く取り組んでいる姿勢が感じられました。このような作品の中

から、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。今後の研究内容の

発展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 20 点、生物 27 点、地学 6 点、産業 8 点の計 69 点の出展がありました。

高等学校では、ほとんどが共同研究なので、昨年度と同様に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不明確で研究内容と

一貫性がないレポートや、観察・実験のデータ不足による安易な考察や結論づけになっている作品もいくつかありま

した。一方、グループが協働して計画的に研究活動を行い、豊富なデータの解析を基に考察がしっかりとまとまって

いる作品もあり、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及び研究内容の深まりに期待したいと思います。

２　応募作品の校種ごとの講評

（小学校の部　審査講評）

（１）物理分野

　今回は６点の出展がありました。どの作品も身近な自然現象へ関心・意欲の対象として関わり、自分なりの疑問、

問題点を見つけ出し、追究して行く活動となっております。また、見いだした疑問、問題を追究し、解決していく中

で、新たな問題を見いだし、理論研究や実験へと繰り返し現象へ関わっていく作品が多くあります。そのことから研

究者に「意欲的に自然の事物・現象に関わろうとする態度」「粘り強く問題解決しようとする態度」「学んだことを日

常生活にあてはめようとする態度」などの理科で目指す「主体的に問題解決しようとする態度」が育成されているこ

とがうかがえます。

　た、昨年の研究や予備実験、理論研究を基に、予想・仮説をもち実験方法を発想するという見通しをもって研究に

取り組んでいる作品が多くなっています。これにより研究者は自らの考えを大切にしながらその妥当性を検討する態

度が身に付いていることがうかがえました。

　これらのことから本作品展の目的とする将来の地域産業の担い手とする人材育成のための科学教育が推進されてい

ることがうかがえます。

（２）化学分野

　今回は５点の出展がありました。どの作品も、身のまわりにある物や体験から生まれた素朴な疑問をきっかけに研

究が進められ、意欲的に楽しみながら研究している様子がうかがえます。

　5 作品とも、研究の動機と目的、研究の仮説、方法、結果、考察、結論と問題解決の流れに沿って研究が行われて

います。観察・実験を重ね、データを収集し、結果をグラフや表、写真、図などを効果的に使ってきれいにまとめら

れています。また、今回も、条件をしっかり整理し制御しながら観察・実験が行われていることは評価できます。ど

の作品も、おもしろい研究ですが、作品の中には、検証するための実験データが少なかったもの、予想や仮説の根拠

が曖昧なもの、考察が不十分なものがありました。今後は、実験の妥当性や信頼性を高めるため、きちんと比較でき

るデータの取り方、量、まとめ方を考え工夫してみて下さい。おもしろい研究は好奇心から始まります。これからも

好奇心を大切に、日常生活で感じた疑問を探究して下さい。来年度も、皆さんの面白い研究に出会えることを楽しみ

にしています。

（３）生物分野

　生物分野では、今回は９点の出展がありました。その中で、上位賞が２作品（いずれも沖縄県教育長賞）が選ばれ

ました。どの作品も、時間をかけ粘り強く取り組んでいる研究が多かったです。特に、上位賞が２作品選ばれた中学

年の作品は、身近に生息する動物の飼育を通して細かな生態について観察したり、これまでの研究を踏まえて、動物

の繁殖につなげるなどレベルの高い作品がありました。その他の作品も発達段階に応じた研究が進められていました。

高学年の作品は全体的に探究の深まりが見られなかったのが残念でした。生物は身近な生きものの観察を通した研

究内容が多くなると思います。観察した結果だけでなく、観察を通して「不思議だな」と思ったことについて、探究
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していくとさらにレベルの高い研究になると考えます。今回の作品の中には、SDGs を意識したテーマがありました。

今後は、さらに SDGs を意識した研究が多くなってくると思います。日頃からいろいろな情報にアンテナを張り、お

もしろい研究につなげてください。これからも、種の保存を含め、研究の目標や目的をしっかり意識して研究に取り

組んで欲しいです。

（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２点の出展がありました。

　２点とも「天気」そして雲からの予測をテーマにした作品でしたが、「気象」という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に対して、仮説を立て、実際の現象を記録しながら研究が進められています。また、継続

しての観測、特に「名護の気候３」は、継続研究＋機械による自動記録を行っており、タイムラプスカメラによる雲

の様子の長期間の記録は、今まで小学校の自由研究にない、新しい方法だと思いました。これからもいろいろなこと

に疑問をもつこと、本当かなぁという目線で探究すること、探究のために計画を立て、まずはやってみる、そして結

果から色々考える、という姿勢を大切にしてください。

　地学は、地球や宇宙など、非常に大きな自然現象を対象にしていますので、「継続（けいぞく）する」「いろいろな

視点で見る」そして「記録する」「数字で表す」事がまず大切だと思います。さらに「記録されたことを調べたり比

べたりして、自然現象にどう結びついているのか、根拠を持った分析で考える」のが重要と思います。

　今回の作品を見て感じたのは、「継続の大切さ」と「分析の大切さ」ということです。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。これからあとも、自然現象に興味を持ち、色々なことを調べ、

比べ、そして考えるという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

　物理分野について、今年度は中学校から３点、高等学校から８点の出展がありました。

　中学校においては、身近で興味のある現象が取り上げられました。どの研究も疑問に対して問題を解決するために、

身の回りにある道具や材料で実験装置を製作して実験計画の立案がされ、試行錯誤しながら実験が丁寧に行われてい

ました。実験結果においてもビデオカメラや写真での解析や実験装置自体の予備実験が行われていて信頼性が高い内

容でした。今回は、「よく回るコマのなぞ」が沖縄県教育長賞を受賞しました。この実験は、ブロックを使って約 20

種類以上の形状や重さの異なるコマが製作され、回る時間の測定も１つのコマ当たり 30 回近く行われました。予想

と実験、考察を繰り返し行われることで、次への課題がでてきて、よく回る謎に迫っていきました。また、実験や考

察のまとめ方も統計処理等の研究に必要な知識を学んで取り入れるなど研究の進め方が高い評価を得ました。

　高等学校においては、身近な実験から、環境につながる研究、高度な実験まで様々な分野から出展されていました。

コロナ禍の中で、部員等が集まり検討し、実験を進めることは、時間の制約や、行動の制限等があり難しかったと思

います。このような状況の中でも研究を進めることができたことは、今後につながる良い経験であったと思います。

しかし、実験の測定回数が少ないグループやレポートの内容が読み取りにくいもの等がありました。また、実験装置

を作った時など、この装置がどれくらいの精度なのか等、装置に対する検証も必要があると思います。

　今後、研究を進めていく上で予想や仮説を立て、検証計画・実験の実施、考察を繰り返し読み取る力を養ってくだ

さい。小さいことを積み重ねていくことで、新しい疑問や発見がでてくると思います。引き続き、身近なことや現象

に興味を持って研究を続けてください。今後のみなさんの頑張りに期待しています。

（２）化学分野

　化学部門には、中学校６点、高等学校 20 点の応募がありました。その内訳は、中学校では個人研究５点、共同研

究１点、高等学校では共同研究 20 点となっています。

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

でした。「歯を溶かす液体」「粉末が液体に溶ける様子」「合成洗剤の植物への影響」「スライムの秘密」「紙と水の結

びつき」「冷却効果のあるマスク作製」など、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、コロナ禍により、
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自宅で生活する時間が増えたことにより、日頃はあまり着目しない現象を、不思議に思い、課題として設定し、時間

を有効に使い取り組んでいる作品もありました。今後の研究への取り組みも期待が高まる内容でした。

　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 10 点の出展があり、そのうち個人研究が９点、共同研究が１点でした。昨年一昨年と

ほぼ同様な作品数です。研究対象は、種そのものの研究から環境調査を意識したものまで多岐にわたりますが、生活

の中の身近なものに焦点を当てた研究テーマが多かった様に感じます。何となく見ているものを、科学的な視点でま

とめる力がついたのではないでしょうか。

　その中でも「標識再捕獲方法を用いたクマゼミの個体数推定」の研究は、夏になると必ずみられる大量のクマゼミ

について、身近な公園で一体どれだけ発生するのだろうという、おそらく誰もが一度は思ったことのある疑問につい

て、実際に長期間にわたりデータをとり、そして数式等を用いて結果を出して考察しています。一般的な研究手法を

用いている点や他の文献も参考にしている点は高く評価されます。また「来間島のヤシガニの研究」では研究の一環

で、ヤシガニのはさむ力を測定するための装置を自作しています。自分たちなりに設計して作成することは、とても

根気のいる作業だと思います。とても感心しました。

　一方、データ量が不足していると感じるものも全体として多くありました。観察した個体数の明記が無かったり、

結果が得られなかったり、回数が少なかったりと、結論を導くためには心許なく感じました。結論づけるためには、

調査個体数、実験回数、日数などの「数」も大切ですので、これからは意識して取り組むことを期待します。

　中学校の作品の良い点は、研究対象は身近であるものの自由な視点と発想で研究－テーマに取り組んでいることで

す。理科の視点としてとても大切ですので、これからも多様な視点から切り込んだ研究を期待しています。

　高校の生物分野は 11 校 27 点の出品があり、そのうち個人研究が４点、共同研究が 23 点でした。中学校では個

人研究が多いのに対し、高校では圧倒的に共同研究となっています。

　また、研究テーマについては、中学校と同じように、身近なものや話題のものを題材にしている点は同じですが、

カビや菌の抑制や保湿や美容、接着剤への応用など、生物種そのものの研究というよりも、生物を用いて何かに役立

てるような内容が数多く見られたのは、とても興味深く感じます。

　一方、テーマ、仮説設定、それに向けての実験や調査などの検証方法や計画設定が少し甘いと感じる部分が多々あ

りました。仮説を検証するための必要な実験や調査なのか、また信頼できる方法なのか、再考する必要があるかも知

れません。また実験回数等が不十分な研究も目立ちました。調査していない月がある、実験調査・回数が少ない、組

み合わせが少ない等です。そのため仮説を証明または考察するには材料が不十分となってしまい、その結果として合

理的に説明しようとするあまり、推測での考察となってしまったり、都合の悪い結果については触れていなかったり、

というのが見られました。その他、実験の回数が記されていなかったり、誤植があったりと、初歩的なミスが目立ち

ます。最後にチェックする時間も是非設けてください。

　今回の研究で目を引いたのは、「島ヤギの毛色遺伝について」です。エンドウ豆を代表とするメンデル遺伝の法則

を島ヤギに当てはめて検証したものですが、単なる検証にとどまらず、島ヤギの遺伝特性について解析しているのは

高く評価できます。これから継続研究していく中で、目的の毛色や希少な毛色が出現したり、もしくは予想に反した

ものが出現したりしても面白い結果になると思います。

　全体の作品に対する所感としては、研究デザインの甘さや実験・調査回数の不足はあるものの、何か役に立つ研究
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をしたい、という気持ちで臨んだ研究が多かったと感じます。生物から役に立つ情報はまだまだ沢山あると思います。

いろいろな角度から観察し、そして疑問に思ったことを研究する姿勢をこれからも持ち続けてください。

（４）地学分野

　地学分野は、中学校２点、高等学校６点の計８点で、昨年より多い出展数でした。一昨年から続くコロナ禍で、思

うような研究が進みづらい状況の中、研究に取り組み続けてきたことを嬉しく思います。今回はコロナ禍や自然災害

に関連した作品が半数で、最近話題となっている内容を実生活に結びつけて取り組んでいる状況が特徴的でした。ま

た、赤土流出や水質に関する内容など環境を意識した内容も多く見られました。

　中学校の２点は、赤土汚染と土砂崩れに関する内容で、どちらも良くまとめられた研究でした。身近な自然の中で

得られた疑問に向き合い、自然観察や自作の実験道具を用いて丁寧にデータ収集を行い、実験方法の工夫や不明点は

専門機関に助言を仰ぐなど、それぞれに多くの工夫が見られました。どちらも、関連する地域の地質や地質構造をしっ

かり踏まえた上で他の場所と比較し、研究内容を今後どのように生かしていきたいかを考えて取り組むと、さらにす

ばらしい研究になると思いますので、今後も頑張ってください。

　高等学校の６点は、教室内の換気効率、土砂災害、赤土等流出と水質、湧水の水質、教室内の浮遊塵及び路側帯堆

積物の含有鉄など多岐に渡る研究内容でした。新しい視点の研究、収集したデータ数の多さや大学との連携に基づい

たレベルの高いデータ解析などの良さが見られる一方で、テーマと内容とのずれが見られる研究や、時間の確保が難

しかったためか最終ゴールまで到達できていない作品もありました。

　地学に関する事象は、自然と密接に関わるものばかりです。そのため、実験や分析を行う前にしっかりと自然の事

象・事物と向き合い、調査地の基礎調査などを行う必要があると感じました。そのうえで地学の基本的な知識を踏まえ、

新たな発想と研究の有用性を意識し、研究を計画・実行することで、さらにすばらしい作品になると思います。今後

の継続研究に期待しています。

（５）産業分野

　産業分野は、中学校１点、農業高校８点の計９点での審査となり、例年より少ない出展でした。農業高校８作品で

は、地域に根差した生き物や植物を取り上げた研究で地道なデータの積み重ねで記録簿が整理されている研究が多く

ありました。また、食品や飲料と研究成果次第では商品化にこぎつける等、産業に結びつき将来性のある取り組みで

興味津々で審査できました。昨年度に引き続きコロナ禍における開催となり、学校の休校や時差登校された期間もあ

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、沖縄県教育長賞へ入賞した研究

の取り組みはとても素晴らしいものがあります。

　中学校の部「SDGs に向けた環境保全に資する伝統的継ぎ手の研究」では、「伝統構法」の継手技術を継承・発展さ

せたいとの強い思いから研究を行い、建築廃木材の分解・分別を行う「リサイクル施設」の現場を実際に見学し、処

理作業における、リサイクルエネルギー（リサイクルコスト）に関する両者の比較について考察しています。まずは、

資源循環型社会に向けた課題を自分事として捉えていることに感心させられます。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す。釘や補強金物を用いない「伝統構法」による木造住宅は、

鋼材やコンクリートを多用しないので、低コスト化を実現し社会に普及させることができれば、地球環境保全、気候

変動対策及び SDGs の多くの観点からも大きな貢献が期待できます。

　高校の部では、地域に根差した研究や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

で実際に作品を作製、製造装置の動画を QR コードで視聴できるなど、知識や技術の高い作品が多く出品されました。

特に、沖縄県知事賞を受賞した「未利用資源を活用したアセローラ新商品開発～本部町が生んだ小さな赤い妖精に大

きな夢をのせて part ２～」の作品は、地元の生産農家の依頼をうけて商品開発をし、地域活性化にむけて取り組ん

だ３年間の研究です。種子も粉末にすることでアセローラ利用の可能性を広げています。アセローラの特徴をよく捉

え、色素や風味を活かすために加工方法や材料を試行錯誤しています。加熱による色素の褐変、ソースのゲル化の安

定性、プリン層へ色素が移ってしまうなどの課題を、授業で学んだことや企業からアドバイスをもらうなどして解決

しています。手にとってもらうための見た目や食感の工夫は、高校生らしい発想です。さらに成分分析や品質検査を

行い、県内のコンビニエンスストアで販売されており、産業分野ならではの取り組みでありました。食品メーカーと

連携し、地元の産業振興につながる取り組みが高く評価されました。

　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
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み膨大なデータの整理した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、是

非、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、研究がいかに地域の活性化、人々の生活に役立て

るかという視点で、新しいアプローチや発想、市場調査、実験・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くと思います。本県の未来

の産業を担うであろう児童生徒の皆さんの活躍に期待します。

３　今後の課題

　個々の作品については、各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

された改善点をまとめると、小・中・高の新学習指導要領（令和２年度～令和４年度順次実施）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、実験などを行うこと」に集約できます。科

学的な研究を進めていく上で基本的で大切なことですが、これが不足している作品も多いのでここで解説したいと思

います。新学習指導要領においては、これらの活動を通して、自然の事物・現象について理解を深め、観察、実験な

どに関する技能を身に付け、科学的に探究して問題解決する力及び主体的に探究しようとする態度等の資質・能力を

育成することを目標としています。

　「理科の見方」とは、理科を構成する分野における特徴的な視点で整理すると、物理分野では「量的・関係的」、化

学分野では「質的・実体的」、生物分野では「共通性・多様性」、地学分野では「時間的・空間的」となります。ただ

し、これらはそれぞれの分野固有のものではなく、様々な自然の事物・現象を科学的に捉えるために分野を超えて重

要となる視点です。また、問題解決及び探究の過程において、これらの視点を必要に応じて組み合わせて用いること

も大切です。

　「理科の考え方」とは、「自然事象に対する気付き」→「課題の設定」→「仮説の設定」→「検証計画の立案」→「観

察・実験の実施」→「結果の処理」→「考察・推論」→「表現・伝達」という一連の探究の過程において、どのよう

に思考していくかという考え方のことで、「比較する」「関係付ける」「条件を制御する」「多面的に考える」に整理さ

れています。「比較する」とは、問題を見いだす際に、同時に複数の自然の事物・現象を対応させ比べたり、ある自

然の事物・現象の変化を時間的な前後の関係で比べ、それらの差異点や共通点を明らかにすることです。「関係付け

る」とは、解決したい問題についての予想や仮説を発想する際に、自然の事物・現象と既習内容や生活体験と結び付

けたり、自然の事物・現象とそれに関わる要因を関係付けたりすることです。「条件を制御する」とは、自然の事物・

現象に影響を与えると考えられる要因について、どの要因が影響を与えるかを調べる際に、変化させる要因と変化さ

せない要因を区別することです。問題の解決方法を発想するときに ､制御すべき要因と制御しない要因を区別しなが

ら、計画的に観察・実験を行うことが大切です。「多面的に考える」とは、自然の事物・現象を複数の側面から考え

ることです。問題解決を行う際に、解決したい問題について互いの予想や仮説を尊重しながら追究したり、観察・実

験などの結果を基に、予想や仮説、観察・実験などの方法を振り返り、再検討したり、複数の観察・実験などから得

た結果を基に考察したりすることです。そして、「見通しをもって観察・実験を行う」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、それらを確かめる解決の方法を

何のために行うのか、どのような結果になるかを具体的に発想しながら観察・実験を行うことです。今回の上位賞作

品の共通点は、このような「理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験などを行うこと」の視点が十

分に生かされた研究でした。研究の過程で常に理科の見方と考え方を働かせ、児童生徒らしい独創的な発想で計画的

に見通しをもって粘り強く観察・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した。また、多

くの観察・実験データを統計的に処理し、適切な表やグラフで示す工夫がされていました。是非、これらの作品を参

考に自分の研究を振り返り、不足している部分を改善して今後の研究活動に励んで欲しいと思います。

　また、これからの学校での学びは児童生徒の主体性が重要となることを考慮すると、研究活動の指導者は、これま

での先導的に教え導く役割から、児童生徒の学びの支援者として資質・能力の伸長を促しながらじっくり見守る姿勢
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も大切であることを理解していただきたいと思います。

　さて、今回は、県内及び全国的に第６波となる新型コロナウイルスのオミクロン株の猛威が広がる中での作品審査

会となりました。どのような状況にあろうとも、児童生徒たちの研究活動や学びを支援し、研究成果を発表する目標

と憧れの舞台として、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、昨年度に引き続き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。今回の作品の特徴の一つとしてコンピュータ及びスマートフォン等の ICT 機器を

効果的に活用した観察・実験が増えました。コロナ禍により急ピッチで推進された GIGA スクール構想でしたが、児

童生徒のコンピュータの活用が広がるとともに、研究の可能性も広がっていくことが期待できます。一刻も早い新型

コロナ感染拡大の終息を願いつつ、今後も児童生徒が研究活動を続け、輝く未来に向けて希望が溢れる作品に数多く

出会えることを期待して第 44 回沖縄青少年科学作品展の審査総評を終わります。

－ 15 －
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第44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
標識再捕獲法を用いたクマゼミの個
体数推定

迫田　洋　２年
浦添市立浦添中学校
塩見　砂理菜

産業

未利用資源を活用した アセローラ新
商品開発
～本部町が生んだ小さな赤い妖精に
　大きな夢をのせて part ２ ～

堰口　姫向３年　宮城　健大３年
稲嶺菜々海３年　江田　小夏３年
宮城　千尋３年

沖縄県立北部農林高等学校

宮城　耕一

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
アルキメデスの原理から浮力を考え
る（水中を進め！潜水艦）

山根　唯乃　　４年
沖縄カトリック小学校

浜比嘉　大雅

生物

鳩間島のヤシガニについて　パート
６　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ハサミの力
測定・飼育観察

西原　智章　２年
西原　智穂　５年

石垣市立大浜中学校

奥代　遼

－ 16 －
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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
世界一かわいいタニシ！？アオミオ
カタニシの謎

德元　千時　４年
沖縄市立山内小学校

玉城　周子

生物
命をつなげ！　ツマグロヒョウモン
かんさつけんきゅう№ 3

仲嶺　真忠　３年
沖縄カトリック小学校

伊藤　祐介

物理 よく回るコマのなぞ
宮道　太一　１年
宮道　咲喜　３年

那覇市立石嶺中学校

玉城　新子

生物
バナナセセリ～その不思議な生態に
せまる Part ３～

眞榮城　綾香　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

生物
島ヤギの毛色遺伝について～メンデ
ル遺伝で証明できるのか？～

金城　笑　３年　岸田　愛奈３年
細江　瞭馬３年　菊地　美優３年
梶本凜太朗３年　上江洲智哉３年
嘉数　太仁３年　知花　翔　３年

沖縄県立辺土名高等学校

東　竜一郎

産業

SDGs からの挑戦状！「ウチナーフー
ドで食品ロスを減らせ！！」～規格
外トマトの廃棄量削減に向けた取り
組み～

那覇ひよか３年　並里　星菜３年
伊保　彩音３年　宮城　彩　２年
與儀　結梨２年

沖縄県立中部農林高等学校

宮城　英雄

科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

化学
おむつのふしぎ　part4
～ SDGs への第一歩～

玉城　奏音　　５年
沖縄市立比屋根小学校

家坂　俊光

生物 身のまわりにある植物調べ 與儀　愛実　　２年
本部町立上本部中学校

照屋　亮子

生物
屋部川周辺の鳥類調査Ⅴ～開発は鳥
類相に影響を与えたか？～

北村　渓登　　１年
沖縄県立名護高等学校

石川　真由

－ 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 消えたり現れたり島のマジック 赤嶺　和香　５年
国立大学法人琉球大学
教育学部附属小学校
平良　和雅

物理
海洋ゴミ　～沖縄の美ら海は大丈
夫？～　いつまでも見たい海！遊び
たい海！を守りたい

田中　獅礼　４年
宜野座村立松田小学校
山城　稔基

物理 一番遠くに飛ぶ物質と大きさⅡ 赤﨑　友洋　５年
那覇市立松島小学校
井上　千夏

物理
めざせ！世界一のたい空型紙ひこう
き！

宮城　悠吾　３年
八重瀬町立白川小学校
下地　由香

物理
わたしの挑戦！！聞こえやすい糸電
話実験

金城　愛心　５年
南城市立大里南小学校
大浜　辰也

化学 色の合成について 山城　晴　５年
南風原町立北丘小学校
東恩納　巧

化学 すずりとぼく池のベストな洗い方 前田　桧成　３年
那覇市立安謝小学校
玻名城　千夏

化学
二十日ネギの観察～おいしいねぎと
は～　糖度と官能試験結果

上原　千愛　６年
那覇市立城西小学校
糸数　拓磨

化学
自分で育てたバタフライピーで色の
変化の自由研究

平良　巴菜　３年
今帰仁村立今帰仁小学校
許田　正

生物 チョウの研究 崎浜　桜　３年
与那原町立与那原小学校

比嘉　俊雄

生物
発根・発芽にかかる時間と種子のサ
イズとの関係について

梶田　慧　４年
竹富町立上原小学校

磯川　祐樹

生物
オオゴマダラ
～黄金のひみつ～

富濱　彩桜　３年
沖縄カトリック小学校

伊藤　祐介

生物 ハグロトンボの構造色 山田　侑志　４年
南風原町立津嘉山小学校

吉田　忠

生物 知念の海の生き物を守ろう
志喜屋　もも５年
具志堅　塁　５年

南城市立知念小学校

金城　一樹

生物 舌のけんきゅう 比嘉　千寿　２年
読谷村立読谷小学校

比嘉　はや子

生物 沖縄の海の水質検査とプランクトン 上里　梨碧夏　５年
那覇市立天久小学校

神谷　颯

－ 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 名護の気候 3
北城　和　３年
北城　杏　６年

名護市立名護小学校

小橋川　晃

地学 てんきのかんさつ 神谷　哲誠　１年
沖縄カトリック小学校

濱元　すが代

物理 雨の中は走るべきか歩くべきか 宮城　昌宗　１年
沖縄県立開邦中学校

髙嶺　智徳

物理 ボールを遠くに投げるには 仲嶺　耀亮　３年
糸満市立高嶺中学校

上江洌　充

化学
虫歯じゃないのになぜ溶ける？一番
溶かす液体はどれ！？

金城　萌菜　２年
浦添市立神森中学校

新城　由一朗

化学
アイスココアのダマと沈殿を無くす
方法を探る

美差　幸空　３年
那覇市立安岡中学校

大城　さやか

化学 合成洗剤が植物に与える影響 下地　希和　３年
那覇市立那覇中学校

山本　豪己

化学 ストレスバスタースライムの秘密 平良　帆乃美　１年
浦添市立浦添中学校

大城　佑作

化学
紙と水の結びつき　～いろいろな方
法でやってみた～

寒川井　玲亜　３年
寒川井　紅華　２年

本部町立上本部中学校

照屋　亮子

化学
硝酸アンモニウムを利用した冷える
布の開発とその冷却効果

田場　梨央奈　３年
沖縄県立球陽中学校

波照間　生子

生物 セイロンベンケイソウの謎に迫る！ 神里　海音　１年
宮古島市立久松中学校

前泊　美穂

與那嶺　誉代

生物 食虫植物　ハエトリグサ 前原　そら　１年
浦添市立仲西中学校

屋良　徹

生物
河川の上流、中下流に生息するエビ
類の形態の違い　～エビの川のぼり
～

大城　蒼　２年
沖縄県立開邦中学校

谷口　エリ子

生物

イソギンチャクはどれくらいの温度
まで耐えられるのか？～イソギン
チャクも高温で白化しちゃうのか？
～

山内　海愛　３年
名護市立屋我地中学校

比嘉　隆行

生物
玉城野々花の野々花図鑑 PART ８
～コロナ VS 植物（植物抗菌作用調
べ）～

玉城　野々花　２年
浦添市立浦添中学校

塩見　砂理菜

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

生物
中城モールビーチに生息する二枚貝
の調査

山川　夏菜　２年
宜野湾市立宜野湾中学校

與座　貴史

地学 赤土汚染 當間　陽乃香　１年
浦添市立神森中学校

仲村　和真

地学 土砂崩れについて 西島　美波　３年
名護市立久志中学校

稲嶺　尚幸

産業
SDGs に向けた環境保全に資する伝
統的継ぎ手の研究

後藤　さわみこ　２年
後藤　こはづき　１年

北中城村立北中城中学校

川上　弘太郎

化学
タンパク質添加がダイラタント流体
の流度に及ぼす影響

石川穂乃花３年　仲村　優希３年
津波古里圭３年

沖縄県立北谷高等学校

宮城　仁志

化学
異なる燃料使用時における炎色反応
の発色の比較

川添　稜也３年　宮城　大輝３年
島袋　真乙３年　伊集　蓮人３年
前當　満昌３年　吉里　碧人３年

沖縄県立北谷高等学校

宮城　仁志

生物
トンボなどを指標とした環境診断－
沖縄島の環境指標として有効なトン
ボ及び底生動物－

大城　航　　１年
昭和薬科大学附属高等学校

山鹿　望

生物
オガサワラゴキブリから出てきた
ニョロニョロ生物は何なのか！？

川上　菜緒２年　比嘉　姫花２年
宮城　結　２年　金子　貴瑛２年
嵩元　直美２年

沖縄県立球陽高等学校

川端　俊一

生物
外来爬虫類（グリーンアノール）の
捕獲研究Ⅱ

安富祖　幸２年　稲留　柚羽２年
仲宗根理子２年　門脇　宇宙２年
伊波　寛山２年　山内　啓彰２年
金城　志澄２年　赤嶺　凛　２年
大村　咲絢２年　小野　天寧２年
今村まなみ２年

沖縄県立向陽高等学校

城間　篤

生物
新種リュウジンオオムカデの食性に
ついて～トビズムカデとの比較から
謎の生態を明らかにする～

嘉数　太仁　３年
上江洲智哉　３年

沖縄県立辺土名高等学校

東　竜一郎

島袋　陽

地学
北谷町における路側帯堆積物の分布
および潜在する鉄の利用について

伊志嶺　樹２年　上間　友愛２年
山内　優佳１年　山城　仁子１年
比嘉　進也３年

沖縄県立北谷高等学校

島袋　亮治

宮城　仁志

産業
沖縄在来家畜の魅力発信 Part Ⅱ　
～山羊肉の消費拡大を目指した飼育
から加工までの歩み～

金城　琴音３年　金城　優心３年
大城　偉楓３年　濱田　麗流３年

沖縄県立北部農林高等学校

平安座　健吾

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

産業
沖縄の特産物が口の中で広がる新食
感スィーツ～人工イクラ製造技術の
活用～　

宮平　心愛１年　湧川　真鈴１年
石川　香奈１年　大田　清音１年
岡本幸姫音１年　照屋　光梨１年
前田　琉理１年

沖縄県立北部農林高等学校

安座間　康

産業
沖縄におけるイチゴの新品種開発と
組織培養による増殖の研究

冨名腰千怜３年　吉田　紅葉３年
喜納　日向３年　與儀　一稀３年
山城　来夢３年　尾崎　瑞歩３年
儀間　隼聖３年　國吉陵ノ介３年
德里　快政３年　宮平　琉貴３年

沖縄県立中部農林高等学校

三好　晃示

佐藤　勤

科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

物理 気体の種類と飛跡の関係
饒平名耕立２年　沼田　浬２年
李　健仁　２年　李　勉仁２年
石川　煉起２年

沖縄県立開邦高等学校

上江洲　陽

物理
鏡に反射させた枚数や角度による
ソーラーパネルの発電の研究

添石幸之介２年　渡久地政慶２年
友利　玲偉２年

沖縄県立那覇国際高等学校

山内　涼子

物理
音声分析による体調変化の推定に関
する研究

山元　寿梨奈　２年
沖縄県立向陽高等学校

上間　樹里

物理
バッティング用ロジンがバッティン
グフォームに及ぼす影響

富川　桂　３年　比嘉　康太３年
松田　元希３年　山田　凌久３年
與儀　愛夢３年

沖縄県立北谷高等学校

宮城　仁志

物理
キャップ投げ野球における飛行中の
ペットボトルキャップの挙動につい
て

髙宮城実汰３年　比嘉　流空３年
古堅　玲成３年　末吉　陽太３年
宮良　海　３年

沖縄県立北谷高等学校

宮城　仁志

物理
競技用ボールを用いた多段式垂直衝
突球の解析

仲里　修汰３年　榮野川広希３年
弓削　創太３年　伊佐真七成３年

沖縄県立北谷高等学校

宮城　仁志

物理
学校に太陽光パネル！？～太陽光発
電を最大に活かす角度と方角とは～

名嘉真梗介２年　高屋　日綺２年
波平　健斗２年

沖縄県立具志川高等学校

八幡　史織

物理
名刺交換による名刺の変化の研究　
～名刺入れパンクするってよ～

森　咲楽　２年　知念珠里亜２年
金城　永都２年

沖縄県立辺土名高等学校

城間　恒寿

化学
生分解性プラスチックの環境への影
響

平良　琉人２年　下地　健介２年
生沢　紗愛２年　宮下　紅葉２年

沖縄県立開邦高等学校

親泊　亮二

入　選

－ 21 －



- 20 -

入　選

科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

化学
沖縄由来の植物を利用した日焼け止
めの研究

玉城　忠昌２年　新里　守２年
島袋　匠　２年

沖縄県立開邦高等学校

神谷　俊郎

化学 身近なものからチョークを！
前田　春樹２年　瀬長　諒伍２年
三藏　健介２年

沖縄県立開邦高等学校

親泊　亮二

化学 炎色反応の中間色と優位性
西原　るな２年　三戸部優海２年
三戸　文乃２年　安藤　桜恵２年

沖縄県立開邦高等学校

富永　喜一郎

化学 分子間力を利用した接着剤の研究
下里　優依２年　知念　凜香２年
長濱　鈴花２年

沖縄県立開邦高等学校

親泊　亮二

化学
食品廃棄物から抽出したアミノ酸を
利用しよう

宮城　新菜２年　池村　愛梨２年
吉里　依南２年　仲松　花　２年

沖縄県立開邦高等学校

富永　喜一郎

化学
生分解性プラスチックの実用性を探
る

仲村　芭奈２年　山城　光　２年
與那嶺菜々子２年

沖縄県立開邦高等学校

神谷　俊郎

化学 サポニンを含む石鹸の研究
大城　祐介　２年
熊谷　光琉　２年

沖縄県立開邦高等学校

富永　喜一郎

化学
次亜塩素酸ナトリウムに良い香りを
つけて使いやすく！

松田　彩蓮２年　安武　咲絢２年
高良　日菜２年

沖縄県立開邦高等学校

神谷　俊郎

化学
デンプンの固化に及ぼす添加物の影
響

上原　凜華３年　座間味明里３年
山内梨彩子３年　運天　早希３年
奥間　美海３年

沖縄県立北谷高等学校

宮城　仁志

化学
沖縄本島に漂着した軽石の特性と有
効活用について

上間　友愛２年　伊志嶺　樹２年
山内　優佳１年　山城　仁子１年
比嘉　進也３年

沖縄県立北谷高等学校

島袋　亮治

宮城　仁志

化学 洗濯糊スライムの形成要因の解析
島　りりか３年　新屋光り子３年
山内紀羅理３年　喜屋武愛音３年

沖縄県立北谷高等学校

宮城　仁志

化学
泥染めにおける鉄イオンの及ぼす影
響　～鉄イオンの価数による違い～

富永　結華２年　仲村くりあ２年
宮城南帆子２年　平瀬　敬韻２年

沖縄県立球陽高等学校

新垣　なおみ

化学
果汁を放置するとどうなるの？～果
汁の時間経過による成分の変化～

伊藝　叶　２年　親川　美月２年
菅　千響　２年　玉城　真実２年
名嘉眞愛夏２年

沖縄県立球陽高等学校

又吉　厚輔

化学 ウミホタルからルシフェリン抽出！
儀間　紀子２年　川上　紗奈２年
我如古佳那２年

沖縄県立球陽高等学校

後藤　真

化学
生分解性プラスチック　～「食品ロ
ス」と「プラスチックごみ」問題を、
同時に解決しよう！～

城間　涼香２年　渡嘉敷蓮花２年
勢理客七海２年　傳道　有　２年
比嘉　若葉２年　照屋　舞　２年

沖縄県立球陽高等学校

金城　雄一

－ 22 －
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入　選

科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

化学
水質調査～沖縄本島南部の水と環境
の関わり～

新垣　希颯２年　照屋　心萌２年
花城　未来２年　砂川　夢月２年
比屋根充琳２年

沖縄県立向陽高等学校

瑞慶山　良作

化学 沖縄の植物を利用した草木染め
赤嶺　凛　２年　糸数　博香２年
仲宗根理子２年

沖縄県立向陽高等学校

瑞慶山　良作

生物 月桃による菌の増殖抑制効果
上間　瑠香２年　中村　友香２年
前田会七海２年　佐辺さくら２年
富田　望叶２年

沖縄県立開邦高等学校

屋良　朝紀

生物 オクラのネバネバを利用しよう！
金城　光葉２年　與儀　一乃２年
宮里日菜子２年　山城　花奈２年
伊佐明日香２年

沖縄県立開邦高等学校

屋良　朝紀

生物 ナマコで Let's 保湿 Part2
糸数　仁那２年　比嘉こまき２年
宮里いろは２年　又吉奈々海２年
佐和田杏樹２年

沖縄県立開邦高等学校

仲間　隆博

生物 ヒトデで美容！？
春日井咲羽２年　宮城　藍伽２年
玉那覇愛子２年　久貝有希恵２年

沖縄県立開邦高等学校

仲間　隆博

生物
ヘリトリアオリガイの足糸を利用し
た海洋接着剤

田島　茉瑚２年　渡名喜由華２年
中村　野乃２年　山内　りな２年
具志仁衣奈２年

沖縄県立開邦高等学校

仲間　隆博

生物
切っても覚えてて！～プラナリアと
光の物語～

安仁屋七夕汰２年　上原　八重２年
仲里胡々寧２年　宮里　紗英２年

沖縄県立開邦高等学校

砂辺　真之輔

生物
北山高校周辺の土壌動物を用いた環
境診断Ⅳ～森林一部伐採後のモニタ
リング～

仲里　勇輝３年　久田　俊輔３年
志良堂鳳亮３年　比嘉琉里加３年

沖縄県立北山高等学校

北村　崇明

生物
今帰仁村最終処分場付近の河川にお
ける水生生物調査

伊豆原慈温１年　伊豆原慈瑛１年
坪島　鈴華１年　仲宗根羽月１年
岡　碧士　１年

沖縄県立北山高等学校

北村　崇明

生物
アシナガキアリにおける各カースト
の形態的特徴および結婚飛行につい
て

池原　快斗３年　小橋川恵人３年
祖慶　幸斗３年　渡名喜想太３年
仲程　通太３年

沖縄県立北谷高等学校

宮城　仁志

生物 利き手の遺伝に関する研究
ゴンサレス 愛理沙イリアナ３年
瑞慶山咲羽３年　池原　桜綺３年
島田　杏乃３年　島袋　結月３年

沖縄県立北谷高等学校

宮城　仁志

生物
ガジュマルコバチ以外にも送粉コバ
チはいるのか

越野　花音２年　安座間春奈２年
親川　博矢２年　新里　悠桂２年
照屋　有沙２年

沖縄県立球陽高等学校

中村 元紀
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入　選

科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物
クワズイモから効率よくバイオエタ
ノールを作る

奥平　茉那２年　金城　望乃２年
金城万千代２年　我謝　葵　２年
松堂　アキ２年

沖縄県立球陽高等学校

稲福　團

生物 沖縄の植物でカビを防ごう！
古賀　万葉２年　喜納　満月２年
友利　実優２年　山根まりあ２年

沖縄県立球陽高等学校

川端　俊一

生物
Ca² ＋濃度の調整におけるプラナリ
アの生体変化

當眞　凜　２年　松尾　天音２年
前田　桃那２年　時志美沙希２年

沖縄県立向陽高等学校

城間　篤

生物
糸満市真栄里海岸における打ち上げ
貝の採集調査Ⅵ

上原　一路１年　上原　幸夏１年
石川　万智１年

沖縄県立向陽高等学校

城間　篤

生物 八重山高校周辺のクマゼミの研究Ⅱ
新盛　みゆ２年　石垣　有那２年
北浦　玲央２年　太田　龍魁２年
王滝　志鷹２年　土井　勇雅１年

沖縄県立八重山高等学校

山﨑　仁也

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～　part2

吉本　瀧侍１年　赤嶺　愛花１年
上原　松十１年　上原　蓬　１年
岡田　健吾１年　佐藤　優人１年
田中　啓達１年　田邊　茉也１年
玉城　清菜１年　玉城　凜久１年
野崎　楓夏１年　畑　信吾　１年
兵道　静真１年　牧野　晴紀１年
松永　花音１年　大城　遥希１年
奥原　利来１年　加藤　璃空１年
髙江洲夕夏１年　照屋　穂姫１年
松田　龍希１年　宮城　海里１年
宮城　凜　１年　東江　雄飛１年
白神みのり３年

沖縄県立辺土名高等学校

仲村　由貴

東　竜一郎

島袋　陽

城間　恒寿

生物
オオシマルリタマムシの研究 ～食
草と産卵木の関係～

金城　勇斗　２年
沖縄県立辺土名高等学校

城間　恒寿

生物
オキナワカブトの研究Ⅳ～ヤマトカ
ブトとの交雑について～

金城　勇斗　２年
沖縄県立辺土名高等学校

東　竜一郎

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Ⅱ～ 標
識再捕法を用いて ～

金城　勇斗　２年
金城　永都　２年

沖縄県立辺土名高等学校

東　竜一郎

－ 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
水辺の野鳥調査～やんばるは渡り鳥
の楽園！～

上原　蓬　１年　知念珠里亜２年
森　咲楽　２年　金城　勇斗２年
金城　永都２年　比嘉　陽人２年
仲地　星空２年　古藏　海仁２年
名嘉飛悠雅２年　田中　聖也２年
比嘉　健吾２年　神村　琥寅２年
神吉俊司郎２年　大城　響　２年
市川　渓大２年

沖縄県立辺土名高等学校

東　竜一郎

仲村　由貴

地学
おいだせコロナ 2　～エアコンと扇
風機を併用した換気効率について～

名護　苺奈２年　大谷　羽礼２年
新田　隼人２年　瀧澤　健斗１年
新垣　杏華１年　大城　日和１年
下地　凜　１年　伊計　輝　３年
長嶺ゆりか３年

沖縄県立那覇高等学校

知念　幸子

地学
～弁ヶ岳が危ない？！～土砂災害の
起こる原因と防災

森屋　椋太２年　仲村　心李２年
喜屋武葉那２年　中村　英夫２年
山内　昌臣２年　神谷　那央２年

沖縄県立開邦高等学校

仲里　尚樹

地学
沖縄本島南部地域における赤土等流
出の研究

新城　陽菜２年　八幡　花香２年
牧草　美春２年

沖縄県立向陽高等学校

大城　太志

屋慶名　啓介

地学
沖縄本島南部地域における湧水の水
質と地質・土壌との関係

島　ミラ　２年　中込しきぶ２年
金城　汐花２年

沖縄県立向陽高等学校

大城　太志

屋慶名　啓介

地学 教室内における浮遊塵の解析
宮國愛七美３年　新垣　舞果３年
東江　杏　３年　東　紋伽里３年

沖縄県立北谷高等学校

宮城　仁志

産業
地域特産物である山芋の普及を目標
とした取り組み　～山芋焼酎の試験
醸造～

奥濱　莉菜１年　桑江　優璃１年
島袋　愛梨１年　島袋　稟麻１年
平良瑠愛奈１年

沖縄県立中部農林高等学校

大嶺　隆

産業
地域特産物である山芋の普及を目標
とした取り組み　～山芋パンの開発
～

奥田　心優１年　具志堅　菖１年
比嘉　菜海１年　平山佳乃莉１年
松林　聖和１年

沖縄県立中部農林高等学校

大嶺　隆

産業
県産麦、麦芽抽出液を使用した新し
いパンの開発～県産麦の消費拡大を
目指して～

大田　清音１年　岡本幸姫音１年
照屋　光梨１年　前田　琉理１年
宮平　心愛１年　湧川　真鈴１年
石川　香奈１年

沖縄県立北部農林高等学校

安座間　康

－ 25 －



第 44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
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沖 縄 県 知 事 賞

標識再捕獲法を用いたクマゼミの個体数推定
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講　評

　沖縄では夏季に多数の個体が発生するクマゼミを対象に，近くの公園でいったいどれぐらいの個体が発生す

るのかという素朴な疑問を立て，その推定を試みた研究です。過去の研究で不十分だった点を見直し，およそ

２ヶ月間に渡り，成虫が発生する全期間をカバーする密な調査を行い，多くのデータを収集している点は評価

できます。そうして得られた標識際捕獲データに基づき，数式を使って妥当な方法で個体数推定を行なった本

格的な研究ということができ，中学生による研究レポートとしては秀逸です。また，地道な計測データに基づ

いて，成虫の発生初期に小型の個体が多いという興味深い現象も突き止めており，その結果に対して，個体間

競争の論理を持ち出して考察をしている点も素晴らしいです。台風の来襲と成虫の発生数の関連性について議

論している点も同様です。分析や，結果の解釈に際して，他の研究論文を参照し，引用している点でも他の中

学生の研究レポートとは一線を画しており，出展者の今後のさらなる成長を期待させます。パネルやレポート

についても必要な内容を過不足なく簡潔に示していて，表現性の観点でも優れた作品といえます。

　抜け殻の数も数え，計測をしている点はたいへんよいと思いますが，抜け殻の数のデータをうまく分析する

と，成虫を対象にした標識際捕獲法に基づく推定とは独立に発生個体の数の推定ができる可能性があり，少し

もったいなさを感じました。とはいえ，データとして示されていた抜け殻の数はそれほど多くなかったので，

その解析を断念したのかもしれません。研究を通して個体数の推定値や，そのほかの興味深い結果を示すこと

に成功しているので，今後は，他の研究との比較，他種との比較などを含め，より発展的な位置付けや解釈が

できるようになるとさらによいと思います。また，雌雄の大きさの違いについては，鳴くことに関連した雌雄

間の体のつくりの違いがあるように思うので，その点についても文献を調べ，考察ができると良かったと思い

ます。今後の研究のさらなる発展に期待したい．

❁上位賞受賞のポイント❁

　データの収集，解析，考察を通して非常に高いレベルで実践できている．特に解析は数式も駆使して理論的

に行われており水準が高い．パネルとレポートの双方で必要な情報が簡潔かつ明確に示されており，まとめ方

という点でも優れている．文献を読み，引用している点も高く評価できる．

－ 38 －



Ⅰ　はじめに

　太陽の光をたっぷりと浴びて育った、真っ赤で可愛い小さな果実。それはフレッシュな赤い妖精アセローラです。沖縄県

は平成20年に、本部町をアセローラの戦略的農産物拠点産地に認定し、県内の年間平均販売量は29.4トンで、全国１位を誇っ

ています（図１）。アセローラに興味を持った私たちは、アセローラ生産農家である農業生産法人株式会社アセローラフレッ

シュを訪問し、実態調査を行いました（図２）。代表の並里会長から、アセローラは果実の状態では 3日しかもたず、ピュー

レを冷凍加工して出荷していますが、ピューレを活用した商品は少ないのです。とのお話と、未利用資源である種子粉末も

活用した新商品を開発してください。との依頼を受けました。そこで私たちは、地産地消と本部町の地域活性化を目指し、

持続可能な開発目標 SDGs の視点を踏まえ（図３）、未利用資源を活用したアセローラ新商品開発に向けチーム H*Farms を結

成し、研究を開始しました（図４）。

沖 縄 県 知 事 賞

未利用資源を活用した アセローラ新商品開発

～本部町が生んだ小さな赤い妖精に　大きな夢をのせて part ２ ～
　

沖縄県立北部農林高等学校

３年　堰口　姫向　　宮城　健大　　稲嶺　菜々海　　江田　小夏　　宮城　千尋

図１：セローラフ生産量の推移 図２：アセローラフレッシュ訪問

図３：持続可能な SDGs の視点 図４：Team H*Farms

－ 39 －



Ⅱ　実施計画

　１　アセローラの特徴と未利用資源を活かした商品開発

　　（１）製造研究　

　２　成分分析と消費期限の設定を目的とした品質検査

　　（１）成分分析と洋生菓子の衛生規範　規格の適合

　３　地域と連携した普及活動と商品化

　　（１）福祉との連携

　　（２）株式会社沖縄ファミリーマートでの商品化

　　（３）ラベル作成と価格設定

　４　まとめ

　５　今後の課題

Ⅲ　研究内容

　１　アセローラの特徴を活かした商品の開発

　　（１）製造研究

　試作品は焼き菓子が多く、アセローラの色素とフレッシュさが失われる結果となった。そこで、アセローラをソー

スに加工し、相性の良いチョコと合わせた「アセローラチョコプリン」を考案し、アセローラのフレッシュさと未利

用資源を活かした研究に取り組んだ。

　　　①　製造実験１　ソースの検討

　ソースに増粘性多糖類であるグルコマンナンを活

用した結果、安定した粘性が得られ、殺菌を目的と

した加熱は湯煎で 62℃の 30 分間と短縮でき、色素

の褐変化防止に繋がりました。酸味の向上を目的に

クエン酸を添加した結果、アントシアニン色素が赤

色発色し、見た目、味、全体的にバランスの良く仕

上がりました（図５）。

　　　②　製造実験２　凝固剤の検討

　チョコプリンはゲル化剤で冷やし固めます。そこ

で、寒天とゼラチンを実験区に設定し、添加量を決

定しました。結果は、粉寒天 2.5％添加が最も滑ら

かで良い評価を得られました（図６）。

図５：グルコマンナンとクエン酸の配合割合

図６：ゲル化剤の比較と配合割合
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　　　③　製造実験３　未利用資源の活用

　未利用資源であるアセローラ種子粉末はクッキー

に活用しました。添加量は風味、味ともにバランス

の良い 15% で決定しました（図７）。

　　　④　アセローラチョコプリン完成

　完成したアセローラチョコプリンは、赤・白・黒の３層で中には食感に変化を与えるクッキーが入ります。濃厚

なチョコにアセローラのフレッシュな酸味が口いっぱいに広がり、甘さを控えた上品な味わいを楽しめるプリンに

仕上がりました（図８）。これまでの実験で決定した全ての配合割合は表の通りです（図９）。

図８：完成したアセローラチョコプリン

図９：完成した配合割合

図７：アセローラの種子粉末添加量割合
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　２　成分分析と消費期限の設定を目的とした品質検査

　　（１）成分分析と洋生菓子の衛生規範　規格の適合

　　　①　成分分析

　食品化学の授業を活かして、一般成分である炭水化物・脂質・食塩相当量の実験を行いました（図 10）。ミネラ

ルの定量実験では、未利用資源添加区と無添加区における Ca、Mg、K の比較実験を行いました。結果は、未利用資

源添加区の Ca、Mg、K 含有量が多いことが分かりました（図 11）。また、ビタミン C の定量実験では、加熱による

減少は見られますが、ソースへの加工後もビタミン C を確認できました（図 12）。熱量はアセローラチョコプリン

100g 当たり 229 キロカロリーであることが分かりました（図 13）。

図 12：ビタミン C定量結果

図 13：カロリー計算結果

図 11：ミネラルの定量結果

図 10：一般成分の定量結果
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　　　②　洋生菓子の衛生規範　規格の適合

　食品衛生法「洋生菓子の衛生規範」では、大腸菌群検査・黄色ブドウ球菌検査・一般生菌数検査・酸価・過酸化

物価の規格の適合が定められています。10 日間実施した大腸菌群検査、黄色ブドウ球菌検査は陰性で、一般生菌

数検査においても規格の適合範囲となりました（図 14）。また、酸価と過酸化物価も規格の適合範囲であり、全て

の検査項目で規格の適合をクリアしました（図 15）。

　　　③　消費期限の設定

　洋生菓子の衛生規範はクリアしましたが、冷蔵保

存 6日目にアセローラソースがホワイトチョコプリ

ンに浸透し、赤い色素がくすんだ色に変色してしま

いました。5 日目までは、味、色、香りともに変化

がなかっので、未開封、冷蔵 10℃以下での保存を

条件に、製造日から５日間を消費期限と設定しまし

た（図 16）。

　３　地域と連携した普及活動と商品化

　　（１）福祉との連携

　本部町に在る社会福祉法人アタイハートネットワー

クの金城所長より、新聞で皆さんの活動を知りました。

グループ会社に発表しませんかとのお話があり、発表

会を行いました（図 17）。

　参加者から「商品開発はストーリーが大事です。」

「取り組んだ全てが商品のイメージに繋がります。」商

品開発はアンケートに左右されず、皆さんの思いを大

事にして下さい（図 18）。」とエールを頂き、貴重な

経験となりました。また、私たちの活動は高く評価さ

れ、同グループの在宅支援センターゆいとぴあ工房と

商品化に向けて、技術提供を行うことが決定しました。

商品化への明るい兆しが見えてきたと思っていた矢先

に、世はコロナ禍となり施設の出入りが厳しく制限され、商品化は断念せざるを得ない結果となりました（図 19）。

図 14：生菌数検査結果 図 15： 酸価・過酸化物価の結果

図 16：消費期限の決定

図 17：福祉との連携
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　　（２）株式会社沖縄ファミリーマートでの商品化

　株式会社アセローラフレッシュの社長から、沖縄ファミリーマートさんと商品化を進めてみませんか。とのお誘い

がありました。リモート会議を含めた打ち合わせを繰り返し、試食会では、沖縄ファミリーマートの石垣さんから、

チョコとアセローラの相性が素敵です。甘さ控えめで大人向け。良い商品ですね。と高い評価を頂きました（図 20、

21）。

　株式会社アセローラフレッシュ・株式会社沖縄ファミリーマート北部農林高等学校の企画で、8 月 10 日～ 30 日の

21 日間の期間限定で商品化が決定しました。並里社長から、高校生が企業を動かしましたね。凄いことですよ。一

緒に頑張りましょう。と激励を受け、私達の取り組みは大きな実を結びました（図 22）。

図 18：参加社からのアドバイスと新聞掲載 図 19：ユイトピア工房との連携

図 20・21：ファミリーマートとの連携とリモート会議の様子

図 22：商品化決定
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　　（３）ラベル作成と価格設定

　販売展開へ向けてのラベルは、アセローラの形状を

モチーフにし、「本部町産アセローラ使用」を全面に

打ち出して作成しました。包材を含めた１個 85g あた

りの原価は 120.65 円となり、価格を税 込みで１個

260 円と設定しました（図 23）。　

　　（４）本部町長表敬訪問

　アセローラチョコプリンの商品化決定と、沖縄県学

校農業クラブ連盟大会の最優秀賞受賞の報告で、本部

町長表敬訪問をしました。町長から、「地域と共に歩

んだ取り組みはとても素晴らしい。本部町の活性化に

繋がります。今後の活躍を期待しています。」と、株

式会社アセローラフレッシュをはじめ、地域と連携し

た取り組みを高く評価していただきました（図 24）。

　　（５）販売結果

　産学官連携で商品化されたアセローラチョコプリン

の販売総個数は 8,312 個で、1 日 395.8 個販売されま

した。私達の活動は、「農業生産法人アセローラフレッ

シュ」「沖縄ファミリーマート」との連携で沖縄県全

土に広がりました（図 25）。

Ⅳ　まとめ

　１　アセローラの特徴と未利用資源を活かした商品の製造ができた。

　２  成分分析と品質検査を通して消費期限の設定ができた。

　３  地域と連携し期間限定で商品化された。

図 23：ラベル作成と価格設定

図 24：本部町長表敬訪問

図 25：販売の様子
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Ⅴ　今後の課題

　１　色素の固定化。

　２　商品の販路拡大とさらなる普及活動。

　３　廃棄物「ゼロ」未利用資源を活用した新たな商品開発。

Ⅵ　おわりに

　アセローラと未利用資源の有効活用、試行錯誤した商品開発、成分分析と品質検査、地域企業との連携は、私達が設定し

た SDGs の視点（図 26）を踏まえた活動となり、アセローラの商品増加と消費拡大へ期待が持てる活動に繋がりました。こ

れからも地域企業と連携を続け、廃棄物ゼロ未利用資源活用と地産地消、本部町の産業発展を目指して頑張ります。

図 26：設定した SDGs の視点
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講　評

　本研究は、地元の生産農家の依頼をうけて商品開発をし、地域活性化にむけて取り組んだ３年間の研究です。

種子も粉末にすることでアセローラ利用の可能性を広げています。アセローラの特徴をよく捉え、色素や風味

を活かすために加工方法や材料を試行錯誤しています。加熱による色素の褐変、ソースのゲル化の安定性、プ

リン層へ色素が移ってしまうなどの課題を、授業で学んだことや企業からアドバイスをもらうなどして解決し

ています。手にとってもらうための見た目の工夫や食感などは、高校生ならではの発想でした。さらに成分分

析や品質検査を行い、販売する際の表示に必要な成分と消費期限の設定に取り組んでいることも高く評価でき

ます。また、研究の裏付けとなるレポート（記録簿）は、一つ一つの課題に対して目標設定と自己評価・振り

返りができており、日頃から学んでいるプロジェクト学習の成果といえます。

　消費期限が５日しかないので、販路拡大となると、アセローラの特徴である色やフレッシュさをどれだけ維

持できるのかが今後の研究の課題となってきます。成分の特徴をよく調べて継続して取り組んでほしいと思い

ます。

　今後も地元企業との技術的・経済的連携して、継続できる仕組みづくりにも取り組んでいただきたいです。

研究した内容が地域の活性化に活かされていくことを期待します。

❁上位賞受賞のポイント❁

・研究の裏付けとなるレポートがしっかり作られており、変色しやすいアセローラを利用した商品開発に挑戦

しています。意欲的に生産農家、食品メーカーと連携し、地元の産業振興につながる取り組みが高く評価さ

れました。開発した商品は県内のコンビニエンスストアで（期間限定ではありましたが）販売されており、

産業分野ならではの取り組みでした。
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沖縄電力社長賞

アルキメデスの原理から浮力を考える（水中を進め！潜水艦）

私立沖縄カトリック小学校

４年　山根　唯乃
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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。
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沖縄電力社長賞

鳩間島のヤシガニについて　パート６

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ハサミの力測定・飼育観察

　　　　　　　　　　　　　　　　　　石垣市立大浜中学校　２年　西原　智章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　石垣市立大浜小学校　５年　西原　智穂
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講　評

　ヤシガニは、生息環境の悪化や食用の乱獲などによって生息数が減少しているので、鳩間島での継続した調

査から得られる研究成果は、ヤシガニの保護を考える上でとても役立つ情報になると思います。

　今年は、新型コロナウイルス感染症による状況の悪化から、鳩間島に行くことができない状態が続いて大変

だったと思いますが、リモート調査の工夫は、大変すばらしい対応だと思いました。今年観察した 83 個体には、

２年前に作成した個別カルテと合致する個体がいなかったのは残念でしたね。ヤシガニの行動範囲がかなり広

いのか、鳩間島の個体数がかなり多いのか等、幾つかの原因が考えられると思いますが、今後の調査に期待し

ます。また、甲羅の文様によって個体識別をするためには、甲羅の文様が変わらないことを示すことも重要で

すので、飼育観察も大切ですね。ただ、ヤシガニの飼育は難しいようです。脱皮の前後に必要な環境条件（適

切なタイミングでの海水の吸水や湿度の高い深い巣穴の中での待機など）を用意できないと、脱皮時期が巡っ

てきたときに死ぬことが多いようです。そのため、飼育に成功する事ができれば、とても素晴らしい研究成果

になります。先行研究内容なども調べて頑張ってください。

　今回の研究では、身近な道具を組み合わせて、ヤシガニの挟む力を測る装置を自作していますが、これも素

晴らしい取り組みだと思いました。計測値は、専門家の計測結果とは隔たりがあったようですが、体重と挟む

力に相関関係が有るようなので、基本的な設計は大丈夫だと思います。より精度を高める工夫ができれば、計

測装置として実用的なものになると思いますよ。それから、実験結果の示し方ですが、体重と挟む力の関係は、

「折れ線グラフ」ではなく「散布図」で示してください。もし可能なら、回帰直線や相関係数も示せると良い

ですね。Excel でも計算できるので、方法等を調べて見てください。

　とても素晴らしい研究なので、今後の成果にも期待しています。

❁上位賞受賞のポイント❁

　生息数の減少が心配されるヤシガニの研究は、希少生物保護のためにも意義がありますね。今回の研究では、

身近な道具を組み合わせて自作した、「ヤシガニの挟む力を測定する装置」の作成が高く評価されました。
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沖縄県教育長賞

世界一かわいいタニシ！？アオミオカタニシの謎

沖縄市立山内小学校

４年　德元　千時
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講　評

　アオミオカタニシは、沖縄の方言では、「オールーチンナン」と呼ばれ、人々の生活に近い場所でも確認す

ることができます。しかし、飼育方法や食性についてはあまり知られていません。また、環境省レッドリスト

で絶滅危惧種（ぜつめつきぐしゅ）に指定されています。そのような貴重なアオミオカタニシについて、どの

ような環境を好むか、食性はどういったものか、について研究しているとても興味深いテーマの研究です。

　アオミオカタニシの生態を調べていく中で、特に食性について調べているところがとても興味深く、その中

でも、ふせん紙に集まる様子からカルシウムに注目し、次の実験につなげているところなどとても良い発想だ

と思います。

　アオミオカタニシに対しての愛情を感じるとても良い研究です。まだ、あきらかになっていないことが多い

ようですので、さらに食性について広げるなど生態についてあきらかにし、人間にとって害虫ではなく益虫で

あり、貴重な生物であることを、ぜひ立証して欲しいです。

　これからも研究を続けて、「世界一かわいいアオミオカタニシ」の生きる場所を増やして欲しいです。

❁上位賞受賞のポイント❁

　絶
ぜつめつ

滅危
き ぐ

惧種
しゅ

に指定されているアオミオカタニシの生態について、４年生らしい発想で研究しているところで

す。また、研究を通して、アオミオカタニシを守りたいという目的が感じられ、愛情いっぱいの研究となって

いるのもポイントになりました。
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沖縄県教育長賞

命をつなげ！　ツマグロヒョウモンかんさつけんきゅう№ 3

私立沖縄カトリック小学校

３年　仲嶺　真忠
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講　評

　ツマグロヒョウモンについては、３年目の今までの研究の成果がとてもよくあらわれている研究です。

　ツマグロヒョウモンのたくさんの命をつなぐというしっかりとした目的を持った研究であるところがとても

素晴らしいです。

　食草についても、種まきのときの気温まで考え種子から育てていて、71 頭も羽化させているところがツマ

グロヒョウモンの研究に対する情熱を感じます。

　また、ツマグロヒョウモンの成長の手助けについても、これまで生態を研究しているからこそできるものだ

と感じました。

　観察の結果、疑問に思ったことをよく調べています。調べるだけでなく、ツマグロヒョウモンの成長の手助

けを行い、さらに、しっかりと調べたことを検証しているところも良かったです。

　この研究で、いろいろな疑問もわいていますが、すでに自分なりの予想した答えをしっかり持っているとこ

ろも感心します。研究を重ねて検証し、その謎を解きたいと思っているところなど、これからもとても期待で

きる研究です。

　これからも研究をつづけて多くのツマグロヒョウモンの命を繋いでください。

❁上位賞受賞のポイント❁

　ツマグロヒョウモンについて、たくさんの命をつなぐというしっかりとした目的を持って研究に取り組んで

いるところがとても良かったです。また、研究を進めていく中で疑問に思ったことを調べて、それをツマグロ

ヒョウモンの成長の手助けにいかし、しっかりと検証しているところもポイントになりました。
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沖縄県教育長賞

よく回るコマのなぞ

那覇市立石嶺中学校

１年　宮道　太一　　３年　宮道　咲喜
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講　評

　コマで遊ぶ中、よく回るコマと全然回らないコマがあり、コマの回る仕組みについて取り組んだ研究でした。

コマの回転というと、当たり前の現象にもみえますが、実際には様々な物理的性質が含まれた現象であり、そ

れについて多彩な実験を通して解明を目指した点について評価できます。

　本研究にあたっては、ブロックを使うことで、容易にコマ作ることができ、約 20 種類以上のコマが製作し

てありました。同じ形状のコマの再現性やブロックの一定の間隔を利用することで、長さや大きさが比較しや

すいという利点がありました。

　実験計画においても、予想から実験計画が立てられました。また、コマ一つ一つに対して少なくても 15 回、

多くて 30 回以上の測定がされ、異なる形状についてもパラメーターが記録され、詳細にまとめられていました。

測定結果にばらつきがあったことから、測定回数を増やし、得られたデータの標準偏差を用い統計的に処理を

行っている点も評価できす。また、グラフを用いて視覚化することによりコマの重さと回転する時間の関係が

よくわかり、可視化したグラフから言えることを的確にまとめられていました。

　考察においては、コマの回る時間の違いを学校で学習したテコの原理を用いて考察している点もよかったで

す。また、統計処理や最小二乗法、さらには微分学の考え方など研究上必要になった事柄を学習し、データ解

析、考察している点も評価できます。

　惜しい点をあげるとすると、コマの回し方を統一して下さい（条件を同じにする）。また、ポスターの図表

が見づらかったです。プレゼンテーションの技術を身につけ視認性の高いポスターを製作できるようになれば、

より高い完成度の研究になると思います。

　今後さらに、身近なことに目を向け疑問をもち、深く研究する活動を続けて下さい。期待したいと思います。

❁上位賞受賞のポイント❁

　きちんと予想立て、適切な実験計画を行い、十分なデータを取り、適切な解析を行い、そこから言えること

を的確にまとめている。１つの実験の考察から、次に行う実験計画も適切に立て取り組んでいる。データを解

析する上で、高校で学習する統計学、微分、力のモーメント等に関しても学習し取り組んでいる点が高く評価

できる。
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沖縄県教育長賞

バナナセセリ

～その不思議な生態にせまる Part ３～

国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校

３年　眞榮城　綾香
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⑴ 科学誌 nature の web 版で「チョウの翅は放熱板や 
センサー、体液を循環させるポンプなど、多くの機 
能を持つ器官」という研究論文が発表されていた。 
チョウの翅にレーザー照射をして、加熱する実験で 
は、チョウはオーバーヒートしないよう光の当たる 
方向から体の向きを変えたり、翅を閉じる行動が見 
られた。（動画） 
また、翅の温度が 40℃を超えると、「チョウは全て翅 
のオーバーヒートを防ぐ行動を取った」と書かれて 
いた。その行動とは、私が今調べている「翅震わせ行 
動」なのか、または今回の高温実験で見られた「パタ 
ッ、パタパタッ」タイプの動きなのかそれとも全く別 
の動きなのか、とても興味深かった。 

⑵ チョウの受精の仕方は、交尾時にオスから精包(精子 
が入った袋)を受け取ったメスは体内にため、産卵時 
に受精させる。 

「メスが生涯で交尾する相手は１頭だけ」とされてい 
たが、それもわずかに数種類だけに限られていて、 

 

８.調べてわかったこと 
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講　評

　本研究は，バナナセセリの生態学的・生理学的特性に関し，これまでの研究を通して疑問に思ったこと，興

味を深めた事柄をとりあげ，解明しようとしたものです。いくつもの事柄をとりあげ，それぞれの疑問に答え

るべく計画を立て，サーモグラフィなどの特殊な機器も駆使して解明に向けて多くの労力を割いている点は高

く評価できます。また，「色壁実験」に関する実験過程で得られた観察をもとに「立体構造も効いているので

は」という新たな視点を取り入れ，さらなる実験に発展させている点は素晴らしいです。その中で，自作の道

具を準備し工夫して，妥当な実験系を確立していることも評価できます。一部のオスが紺色の部分に選択的に

とまるという結果も大変興味深く，考察において独自の解釈を与えている点もよいです。「産卵観察日記」では，

状況をとても詳細に描写しており，観察した事実をわかりやすく記述している点でも優れています。動物の行

動を正確に描写する能力やスキルは，関連分野の研究を行う上で重要な要素です。その際，観察者の解釈や感

情を記述するのは構わないですが，客観的にみてそうである部分と区別して記述する必要があります。今後は，

主観による部分と客観的な内容との区別がつくような書き方を心がけるとよいと思います。

　今後も研究を進めていくとすれば，研究の背景や意義についてもう少し広い視野から考え，それをパネルや

レポートに盛り込めるようになるとよいと思います。個々の研究内容はしっかりと組み立てられている一方，

今回の報告では，なぜ，この６つの課題に取り組んだのかの説明が十分でなく，研究の意図がわかりづらかっ

たです。科学研究は，個人の疑問や興味から出発していますが，より本格的な研究を目指すためには，自分の

興味を超えてより一般的な意味で，その研究がどういう背景のもとで，どういう疑問に答えるものになるのか，

その疑問に答えることにどんな意義があるのか，などについても考え（研究の意義づけ），それをパネルやレポー

トに盛り込むとよいです。レベルの高い研究ができているからこそ，今後の研究のさらなる発展に期待したい。

❁上位賞受賞のポイント❁

　対象生物に関する疑問に対して一つ一つ仮説を立て，適切な実験を組んで検証を行っている．実験内容はよ

く練られており，多くのデータを収集している。得られた結果をもとに新たな実験を追加し，内容を発展させ

ている。
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沖縄県教育長賞

島ヤギの毛色遺伝について

～メンデル遺伝で証明できるのか？～

沖縄県立辺土名高等学校
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沖縄県立辺土名高等学校 

環境科 3年 

金城笑 岸田梨愛奈 細江瞭馬 菊地美優 

梶本凜太朗 上江洲智哉 嘉数太仁 知花翔 
 

1

島ヤギの毛色遺伝について～メンデル遺伝で証明できるのか？～  

金城笑 岸田梨愛奈 細江瞭馬 菊地美優 梶本凜太朗 上江洲智哉嘉数太仁 知花翔 

沖縄県立辺土名高等学校環境科 

 

はじめに 

本校では、現存する島ヤギ（沖縄在来種山羊）の毛色遺伝について明らかにすることによって、

島ヤギの形態的特徴を持っている個体の計画的な繁殖・保存に役立てる目的で、2019年から研究を

行っている。島ヤギを飼育している農家や牧場等を訪問し、飼育されている島ヤギの親子の毛色に

ついて調査し、飼育者から聞き取りを行った。併せて本校で飼育している雌の島ヤギ 2頭と飼養者

である照屋氏の茶色の雌 1 頭について遺伝子型が劣勢ホモであると考えられる黒色の雄と交配（検

定交雑）をし、生まれる子の毛色から、親と子の遺伝子型についてメンデル遺伝を用いて証明する。

斑（はん）の遺伝については不明な点が多いため、今回の研究ではベースカラー（基となる毛色）

について考察する。 

材料及び方法 

南西諸島で飼われている在来種山羊は、主に鹿児島県トカラ列島でのトカラヤギと 15 世紀東南ア

ジアから渡ってきた島ヤギ(沖縄在来種山羊)とされており(砂川 2020)、その特徴は、茶色と白、黒

と白が混ざった毛色、黒だけの毛色の個体などである。角をすべての山羊が持ち、肉髯はなく、副

乳頭を有している(髙田と池谷 2017)。しかしながら島ヤギの定義は定かではないことから、本研究

では小型で、飼育者が島ヤギと認識しており、先述した特徴を複数持った個体を島ヤギと解釈して

研究対象とした。 

写真 1.三毛色で背線がある個体 写真 2.白色に黒の斑がある個体 写真 3.黒色に白の斑がある個体 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.茶色と白色の個体      写真 5.副乳頭 

2
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表1　島ヤギ飼養調査の飼養農家等の所在地及び調査日について

繁殖雌頭数 繁殖雄頭数 産子頭数

国頭村 平山一昭 2021年3月25日 0 1 0

今帰仁村 照屋全洋 2021年4月3日 2 0 0

大宜味村 長澤義希 2021年4月8日 2 2 2

今帰仁村 今帰仁アグー牧場 2021年6月18日 2 3 1

大宜味村 宮城達也 2021年9月17日 2 2 2 現在は今帰仁村に移転

豊見城市 琉球ヤギ牧場 2021年10月8日 0 0 2

  計 8 8 7

備考名称または氏名所在地
島ヤギ数

調査日

Ⅰ．島ヤギの飼育状況及び親子の毛色調査  

島ヤギを飼育している農家や牧場等を訪ねて、飼育頭数や親と子の毛色について調査する。2020

年調査で訪問したところも新たに子ヤギが誕生している可能性があるので、できるだけ多くの場所

を訪問し、データを収集したい。 

Ⅱ．交配実験（検定交雑） 

 本校飼育の雌ヤギ「もも」と「にこ」と今帰仁村の照屋氏が所有する「ミイナ」に対して、大宜

味村の長澤氏が所有する雄ヤギ「ヨモギ」と交尾をさせ、種付けを行う。ヨモギはベースカラー（基

となる毛色）が黒色で遺伝子型が劣勢ホモの iiaa であると考えられるため、検定交雑をしているこ

となり、生まれてくる子の毛色から雌の遺伝子型を推察することができる。 

①雌「もも」（白色黒斑）  × 雄「ヨモギ」（黒色白斑）2021年 2月 28日交尾確認 

②雌「にこ」（白色無斑）  × 雄「ヨモギ」（黒色白斑）2021年 3月 5日交尾確認 

③雌「ミイナ」（茶色背線黒）× 雄「ヨモギ」（黒色白斑）2021年 4月 1日交尾確認 

写真 6．①のペア写真      写真 7．②のペア       写真 8．③のペア 

 

結果 

Ⅰ．島ヤギの飼育状況及び親子の毛色調査 

調査期間 2021年 3月から 10月の間で 6か所の島ヤギ飼養者や牧場等を訪問した（表 1）。 

 

 

 

3

表 　親と産子山羊の毛色の比較

No. 名号 基色 斑など 所有 No. 名号 基色 斑など 所有 No. 名号 性別 基色 斑など 出生日

1 えるさ 黒 白斑 辺士名高校 1 一郎 白 黒茶斑 辺士名高校 1 玲生 ♂ 茶 白斑黒背線 2021.6.23

2 もも 白 黒斑 辺士名高校 2 ヨモギ 黒 白斑 長澤義希 2 心之介 ♂ 白 黒斑 2021.7.23

3 にこ 白 斑無 辺士名高校 2 ヨモギ 黒 白斑 長澤義希 3 ねずこ ♀ 白 無班 2021.7.28

3 〃 〃 〃 〃 2 〃 〃 〃 〃 4 炭治郎 ♂ 黒 白斑 2021.7.28

4 ミイナ 茶 白斑 照屋全洋 2 ヨモギ 黒 白斑 長澤義希 5 （死産） ♂ 茶 不明 2021.9.3

5 ガッツ 黒 白斑 宮城達也 4 ナイキ 白 黒茶斑 宮城達也 6 無名 ♂ 白 茶斑 不明

6 トカラ 茶 白斑 宮城達也 4 ナイキ 白 黒茶斑 宮城達也 7 無名 ♂ 茶 白斑 不明

7 るか 不明 不明 みーつぴんざ 3 未意斗 黒 白斑 みーつぴんざ 8 りゅうくん ♂ 黒 白斑 2021.2.6

8 シンチャン 白 茶斑 みーつぴんざ 4 壱万 不明 不明 みーつぴんざ 9 チャーリー ♂ 黒 白斑 2021.2.7

9 ヨギ 黒 白斑 長澤義希 3 ヨモギ 黒 白斑 長澤義希 10 ベンケイ ♀ 黒 白斑 2021.1.

10 サクナ 黒 白斑 長澤義希 3 ヨモギ 黒 白斑 長澤義希 11 イジュ ♀ 黒 白斑 不明

雄親 子雌親

本校および農家や牧場で飼育されている島ヤギについて、親と子の毛色の比較を表 2に示した。 

 

Ⅱ．交配実験（検定交雑） 

①雌「もも」（白色黒斑）× 雄「よもぎ」（黒色白斑） 

2021 年 7月 23日に白色黒斑の雄ヤギが生れた。 

 

 

 

 

 

写真 8.「もも」の出産直後の様子 

②雌「にこ」（白色無斑）× 雄「よもぎ」（黒色白斑） 

2021年7月28日に白色無斑の雌ヤギと黒色白斑の雄ヤギが生れた。 

 

 

 

 

 

 

写真 9.「にこ」の出産直後の様子 

③雌「ミイナ」（茶色背線黒）× 雄「よもぎ」（黒色白斑） 

2021 年 9月 3日、死産が確認された。子の毛色については茶色であった。 
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表 　毛色による遺伝子型の種類　　

白色 ＩＩＡＡ ＩＩＡａ ＩＩａａ ＩｉＡＡ ＩｉＡａ Ｉｉａａ

茶色 ｉｉＡＡ ｉｉＡａ

黒色 ｉｉaa

もも もも

iiaa ♂ ♀ iiaa ♂ ♀

　図１ 交配実験　ヨモギ もも

（白色）

図 交配実験　ヨモギ もも

iiaa

（黒色）

えるさ♀ 心之介♂

ＩiＡａ、Ｉｉａａ

（白色）（黒色） （黒色）

ヨモギ ヨモギ

（白色）

ＩiＡａ、 Ｉｉａａ Ｉ iＡａ、 Ｉｉａａ

Ⅱ．交配実験（検定交雑） 

 ヤギの毛色については多くの先行文献があり、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，両毛色(褐色と黒色)は 1対の対立遺伝子Ａ～ａに支配，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)の毛色を表し、

aa は全身が黒色となる。ザーネン種の遺伝子構成はおおむね IIaaとなっているので，黒色山羊の集

団にこれが交雑された後代には白色と黒色だけが生まれるが、褐色山羊の集団に交雑された後代に

は白色と褐色以外に黒色も分離個体として出現する(野澤 1971）などを参考に、メンデル遺伝での 

証明を可能な限り考えて見る。ベースカラー（基となる毛色）の 3 色を表４のとおりの遺伝子型で

表すことができる。 

 

①雌「もも」と雄「ヨモギ」の組み合わせは 2020 年にも行っており、その結果を図 1、今回の結果

を図２に記す。ももが毛色を茶色にする遺伝子Ａを持っているかは不明であるが、ももの両親を所

有しているみーつぴんざ牧場の宮城氏によるとこの系統を 10 年以上飼養しているが、子に茶色が出

たことが無いということなので、ももの遺伝子型は Iiaa である可能性が極めて高いと考える。 
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表 両親のベースカラー（基となる毛色）の組み合せと子の毛色

白色 茶色 黒色 計

白色 × 白色 3 2 0 5

白色 × 茶色 1 3 0 4

白色 × 黒色 15 2 2 19

茶色 × 茶色 0 2 0 2

茶色 × 黒色 0 6 1 7

黒色 × 黒色 0 0 9 9

計 19 15 12 46

41.3 32.6 26.1

子の数
両親の毛色 割合（％）

割合（％）

計画的な交配ではなかったが、本校飼育の雌「えるさ」が生後 8 カ月で出産した（2021 年 6 月 23 日）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 9.「えるさ」の出産直後の様子 

考察 

親子の毛色調査については 2019年から継続して行っており、今回の調査結果（表 2）を今回の調 

査結果（表 2）を両親がわかっている子だけを加えたものが表 3である。両親のベースカラー（基に 

なる毛色）の組み合わせは 6パターンあり「白色×黒色」が最も多く 41.3％を占め、次いで「黒色 

×黒色」19.6％＞「茶色×黒色」15.2％＞「白色×白色」10.9％＞「白色×茶色」8.7％と「茶色× 

茶色」が 4.3％で最も少なかった．子の基色の出現割合は，白色 41.3％＞茶色 32.6％＞黒色 26.1 

の順となった。「白色×黒色」の組み合わせの両親からの産子は、19頭中の 78.9％にあたる 15頭が 

色だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「白色×白色」、「白色×茶色」、「白色×黒色」の組み合せからは 67.8％がベースカラーが白色の子

が生まれることから、1926 年に日本ザーネン種が沖縄県に初めて導入（平川ら、2007）され、100

年近くが経っているため、普段目にするヤギのほとんどが白色をしているのも理解しやすい。だが、

島ヤギの飼養者においては、やはり在来品種として有色のヤギを好むため、人為的選択によって茶

色や黒色の個体も一定の割合を保っていると考えられる。 
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i iaa ♂ ♀

図 交配実験　ヨモギ ミイナ

（茶色）

死産♂

i iＡa

iiAA、iiＡa

（茶色）（黒色）

ヨモギ ミイナ

にこ にこ

iiaa ♂ ♀ iiaa ♂ ♀

図 交配実験　ヨモギ にこ

ねずこ♀

ＩiＡａ、Ｉｉａａ

炭治郎♂

iiaa

（黒色）　　　　（白色）

ＩｉＡａかＩｉａａ

図 交配実験　ヨモギ にこ

ＩiＡＡ、 ＩiＡａ 、Ｉｉａａ

（白色）

あな♀

（黒色）

ヨモギ ヨモギ

（白色） （白色）

ＩＩＡＡ、ＩＩＡａ、ＩＩａａ、

ＩiＡＡ、 ＩiＡａ 、Ｉｉａａ

ＩＩＡＡ、ＩＩＡａ、ＩＩａａ、

（黒色）

♂ ♀

一郎 えるさ

iiａａ

（黒色）

図 　一郎 えるさ

（白色）

ＩＩＡＡ、ＩＩＡａ、ＩＩａａ 、

ＩａＡＡ、 ＩａＡａ 、 Ｉａａａ

玲生♂

iiＡa

（茶色）

②雌「にこ」と雄「よもぎ」の組み合わせも今回で 2回目となるため前回を図 3、今回を図 4に記

す。にこは本校に来て 4 度目のお産であったが黒色ベースの子を生んだのが初めてでこれによって

遺伝子型が絞られてきた。にこに関しては姉妹である「ミイナ」が茶色ベースであるため、遺伝子

Ａを持っている可能性が高い。今後も検定交雑を続けることで、茶色の子が生まれれば遺伝子型 IiAa

と確定することができる。 

 

③雌「ミイナ」雄「よもぎ」の交配は今回が初めてであっ

たが、残念ながら死産となってしまった。毛色については

茶色であったことが認められた。検定交雑を続け、黒色が

出現するかどうかを確認することで遺伝子型を決定する

ことができる。 

 

 

 

 

 

「えるさ」の出産については、茶色の子が生まれ

たことから推察し、父親は「一郎」である可能性が

極めて高いと考えられる。「一郎」とその母親であ

る「にこ」の系統には茶色の個体「ミイナ」がいる

こと、「今之介」と母親「もも」の系統にはこれま

で茶色が出現したことが無い、ということがその根

拠である。一郎ついても、子に茶色が出現したこと

により IiAA か IiAa のいずれかに遺伝子型が絞られ

た。 
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まとめ 

島ヤギの毛色遺伝について、メンデルの法則、二遺伝子雑種の抑制遺伝子で説明できることがわ

かった。ヤギは妊娠期間が５カ月と比較的短く、さらに島ヤギは発情期がなく年中繁殖できるため、

遺伝的な研究の対象として扱いやすい動物である。交配を繰り返すことで各個体の遺伝子型を決定

し、子の毛色についても推測することが可能となる。今後は、先行文献の多いネコの毛色遺伝など

を参考にして、斑（はん）や背線の遺伝についても明らかにしていきたい。2019 年から継続してい

る島ヤギの研究であるが、飼養者とのネットワークも構築され、共同研究がなされてきている。今

後は島ヤギ（沖縄在来種山羊）の計画的な繁殖と保存、また多くの人々に島ヤギの存在を知っても

らう普及活動についても積極的に取り組んでいきたい。 
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図 8．雌ヤギ「にこ」を中心とした家系図 

 

 

2019.2.18生
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ヨモギ♂
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ヨモギ♂

2021.7.28生

2020.3.16生

にこ♀

あな♀

未留久♂　ここあ♀

ねずこ♀、炭治郎

未留久♂　ここあ♀
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ヨモギ♂
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2018.6.16生
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講　評

　学校の授業で習っているメンデル遺伝について、島ヤギという身近な動物に目をつけ、取り組んでいること

が素晴らしいです。島ヤギの遺伝情報を、現在飼育されている個体数を可能な限り調査してデータを得ていま

す。また計画的な交配実験など、十分なデータから遺伝的な解析を行っている点もよかったです。

　まとめ方についても、図や写真、表などを適宜配置して、分かりやすくまとめています。少し残念だったの

は、レポートとパネルがほぼ同じであったことです。パネルはレポートのダイジェスト版です。パネルを見る

と、研究のあらましが分かるというものです。ところがこの研究パネルが、研究レポートのほぼすべてになっ

てしまっているということです。言い換えると、議論があまりなかったのかな？、というように受け取られて

しまったことです。上位賞受賞のポイントにも書きましたが、内容は素晴らしいものを含んでいると思います。

是非、継続研究として、みんなで議論を深めて下さい。きっと素晴らしい研究になると思います。

❁上位賞受賞のポイント❁

　一言で言えば、メンデル遺伝をエンドウ豆から島ヤギに代えて検証してみたということであるが、島ヤギの

遺伝子の話を単に材料を代えてみたということにとどめることなく、その遺伝的特性の解析という方向にまで

向かうと、将来的には島ヤギという希少畜養動物の保護に繋がる研究になる可能性を持っている点が大きな評

価を受けた。
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沖縄県教育長賞

SDGs からの挑戦状！「ウチナーフードで食品ロスを減らせ！！」

～規格外トマトの廃棄量削減に向けた取り組み～

沖縄県立中部農林高等学校

　　　　　　　　　　　　　　　　３年　那覇　ひよか　　並里　星菜　　伊保　彩音

　　　　　　　　　　　　　　　　２年　宮城　彩　　與儀　結梨

１　はじめに

　2015 年の国連サミットで採択された持続可能な開発目標「SDGs」では、日本の評価は 17 位と格付けされ先進国として責

任ある取り組みに注目が集まっています。多様な問題が山積する中、人々の食生活を支える農業分野では生産と消費が過剰

であるという世界の判断は、私たち「食品」を学ぶ者として衝撃でした（図１）。過剰な要因の一つとして食品廃棄物いわ

ゆる「食品ロス」が挙げられ、日本では年間 612 万 t とその大半は事業系廃棄が多くを占めており、飽食の国が存在する一

方で世界各地では飢餓で苦しむ人々がいる現状は、農業問題として大きな課題であると捉えました（図２）。2 年前、農業

生産法人「RitaGreen」さんより「規格外トマトの大量廃棄が出ている。皆さんの力をかしてほしい」という話を頂き、私

たちの研究がスタートしました。

２　到達目標及び実施計画と研究の評価

　到達目標及び実施計画は以下のとおりです（図３）。各研究の取り組みごとに自己評価を行い、指導助言を顧問の先生よ

り頂きました。

３　研究実践

《実践１　規格外品の現状把握と開発目標》

　私たちはトマト生産現場の視察と規格外となるトマトの課題の把握をするため

（株）琉球動力と「RitaGreen」を訪問しました。規格外廃棄品を削減するため事業

者としても様々な削減工夫、食品衛生面に配慮した取り組みがなされていると感じ

ました。しかし、削減努力をしても約 600kg の利用ができていない事や、流通やブ

ランド等を考慮すると削減という目標には課題が山積していることがわかりました

（図４）。そこで、これまでの研究成果からミーティングを重ね、導き出したコンセ

プト「沖縄のソウルフード“たべるタコライスソース“」とし、商品開発をするこ

ととしました。

図１　農業分野の生産と消費量 図２　食品ロスと世界の飢餓人口 図３　研究の実施計画

図４　規格外トマトの削減努力

－ 185 －



《実践２ 規格外トマトの基礎分析》

　私たちのトマトピューレを琉球大学農学部大学院、教授川満芳信先生に相談し、分析の方法や目的についてご指導を頂き

ました。顧問の先生により機器の扱い方や論文の解読について教えてもらい、私たちの力で分析することができました。分

析項目及び方法は以下のとおりです。トマトピューレの中に含まれる機能性成分のリコピン、β -カロテン、クロロフィル

含有量、糖分析は以下の通りとなり、市販品に比べ機能性成分が高い事がわかりました（図５, ６）。美味しさの適正値を

求めるため、科目「食品化学」の授業でも学んだ中和滴定の方法により酸度測定をおこない、糖酸比を算出しました。規格

外ピューレは酸味が強く糖酸比のバランスが悪いことが分かりました（図７）。

《実践３ タコライスソースの開発》

試作実験①　ソースのベース作り

　トマト風味を生かした濃厚な味わいにするため，トマトペーストの濃縮と甘味と

酸味の調整を行いました。

　結果、濃縮によってソースの流動性が低くなり、糖度は高くなりました（図８）。

しかし、糖酸比バランスは以前として悪い結果となりました。砂糖添加などでバラ

ンスを試みましたが、自然な甘さとなりませんでした。そこで自然な甘味を検討し

たところ、玉ねぎの辛み成分である硫化アリルをプロピルメルカブタンの甘味に変

化させ、味のバランスを整えることを採用しました。

試作実験②　食感を生かしたソースのコンセプト

　沖縄県には伝統島野菜が数多くあり、地元野菜で地産地消をベースに食感と栄養面を考えたタコライスソースにすること

としました。そこで選んだ食材は島らっきょう、ニガウリをソースの主体としました。

　結果、生のらっきょうを茹でる、炒める、この 2つの方法では青臭さは消えませんでした。酢漬けにするとらっきょうの

辛味が消え、酢の相乗作用も重なり官能試験の結果でも良い評価となりました（図９）。

試作実験③　機能性成分を生かした「ニガウリ」の加工

　ニガウリには豊富な還元型ビタミンが多く含まれており、加熱に弱いビタミン Cは他の野菜と比較しても栄養の保持が可

能であるという論文が多数掲載されています。しかし、栄養豊富であっても苦味成分により効率的に摂取できなければ意味

がないことから、苦味を抑え機能性を生かした実験を実施しました。

　結果、炒める、茹でる、揚げるの３種類は食感も悪く苦みを抑えられませんでした。しかし、塩揉みだと苦みは抑えられ

たが食感がゴムのようになりました「素材のもつ食感・食味、栄養面のどちらかを生かした視点におきかえた方が良いので

はないか」というアドバイスを頂き、塩揉みゴーヤーをペースト状にし、栄養面をいかすこととしました（図 10）。完成した、

タコライスソースの味の官能評価は以下のとおりです（11）。

図５　機能性成分含有量の結果 図６　糖の含有量の分析結果 図７　トマトピューレの糖酸比

図８　濃縮ピューレの結果

図９　らっきょうの官能試験結果 図 10　ニガウリ加工の官能試験 図 11　タコライスソースの官能試験結果
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実践４　味の品評と商品のパッケージデザイン

　RitaGreen の鶴岡さんと冨里さん、県外でレストランを営み国際大会で優勝したこともあるシェフの藤原ひでおさんにも

試食して頂きました。タコライスソースを開発するまでの経緯を説明し、実際に試食して頂きました。「食感のあるタコラ

イスソースが新鮮」、「スパイスを使用することでソースとしての完成ができるのではないか」など貴重なご意見を頂きまし

た。商品としての完成度が高かったため、ふるさと納税の返礼品として出品しようとの提案を頂きました。

実践５　普及活動

《ふるさと納税返礼品として全国展開》

　販売展開にあたり商品のパッケージ作りも任され手がけることとしました。これが私たちのアイディアをこらしたパッ

ケージです。シンプルながらもトマトの印象を全面にだし、沖縄らしさや農家の思いを表現しています。全国販売にむけ、

企業と学校の連携協定を結び、７月にはふるさと納税の返礼品として発売されています。また、イタリアンレストランでの

ソースとしても活用され，地域に定着しつつあります（図 12）。現在はトマトパンの研究も同時に進めており、私たちの取

り組みは、各種メディアでも取り上げられ規格外トマトの削減が SDGs に挑戦する 1手になると確信しました（図 13）。

実践６　規格外トマトの削減量算出

　私たちが開発した商品により規格外トマトの削減量を算出しました。年間約

600kg 廃棄されていたトマトをピューレ加工し、タコライスソースとしての出荷は

8.4kg、レストランでの販売 78kg、トマトピザパン 36kg の販売により月当たり約

122.4kg、年間をとおして大幅な削減が実現できる算定となりました。一般的な市

場算出の部分もありますが、他の規格外野菜の削減に繋がる可能性を秘めており、

SDG ｓの取り組みモデルとなりました（図 14）。

４　研究の成果

１）自分たちの力でピューレの成分分析（機能性成分、糖分析、酸度測定）ができた。 

２）地元の食材をつかい沖縄らしさを表現した「食べるタコライスソース」を完成することができた。

３）パッケージデザインなどを手がけ、ふるさと納税の返礼品として地域活性化に向けた取り組みができた。

４）新たな商品トマトパンの開発にむけて可能性を見いだすことができた。

５）3年間の継続研究により規格外トマト削減が実現でき、廃棄量ゼロに向けた削減算出と取り組みモデルができた。

５今後の課題

１）食べるタコライスソースの認知度アップに向けた県内・全国発信の検討。

２）保存性、流通性、経済性を高めたトマトパンの研究を促進し、地元企業の経済的連携できる仕組みづくりの検討。

３）規格外トマト、ゼロ・エミッションに向けたチェックシステムの開発。

図 12　普及活動Ⅰ　返礼品の販売 図 13　普及活動Ⅱ　メディア取材

図 14　規格外トマトの削減量算出
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講　評

　日本の食品ロスの大半は事業系廃棄が多くをしめており、大きな課題となっています。本研究は、SDGs（⑫

つくる責任つかう責任）の視点から規格外トマトの廃棄削減と地域活性化を目標にした３年間の取り組みです。

廃棄削減に向けての課題を分析し、解決に向けて計画をたてて粘り強く取り組んだ点が高く評価できます。

　「トマトの良さ」をアピールできるよう成分を分析し、試作を重ねています。甘みや食感を出すために島ラッ

キョウやニガウリを加えるなど、地元の野菜をうまく使ってタコライスソースを製品として完成させています。

高校生らしい発想と工夫で、規格外で廃棄するものに価値を付け、さらに地域の企業を巻き込んでふるさと納

税返礼品として全国展開しています。これは、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

が取り組まれた成果といえます。

　開発した製品により規格外トマトの削減量は計算できているので、今後は地元企業との技術的・経済的連携

など継続できる仕組みづくりと食品ロスの軽減に向けても取り組んでいただきたいです。研究した内容が地域

の活性化に活かされていくことを期待します。

❁上位賞受賞のポイント❁

　到達目標を設定し、適切に計画を立てて粘り強く取り組んでいました。高校生らしい発想と地元愛にあふれ

た研究内容でした。特に R( リサーチ )PDCA がらせん状にまわりながら研究が進んでいることがよくわかるレ

ポート（記録簿）が高く評価されました。内容もすっきりと整理されている素晴らしいレポートとパネルでした。
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環 境 奨 励 賞

おむつのふしぎ　part4 ～ SDG ｓへの第一歩～

沖縄市立比屋根小学校

５年　玉城　奏音

おむつの不思議 Part4

沖縄市立比屋根小学校５年 玉城 奏音

1
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～これまでの研究のきっかけと内容～
妹がはいていた紙オムツはなぜたくさんのおしっこを漏らさずに吸うことが
できるのか、不思議に思い調べてみることにした。

初めにした実験（Part1）では、水を吸うのが、おむつの綿ではなく、おむつ
の中にある粉であることが分かった。また、水を含んだおむつの粉を土に混
ぜると、植物に水やりをしなくても枯れにくくなった。

Part1を終えて、おむつゼリーを活用し、乾燥している砂漠に緑を増やすこ
とを目標に、Part２，Part３の研究を行った。

Part2の実験では、おむつゼリーは、室内で乾燥させると粉に戻り、また水
をたくさん吸うことができた。でも高温だと溶けてしまい、水を吸う力がとても
落ちた。

Part3の実験では、屋外では、おむつゼリーが45℃以上で溶けてしまうこ
と、また、おむつゼリーを土に混ぜて植物を育てる時は、まんべんなく混ぜ
たほうがいいことが分かった。

2

2018年 おむつの不思議(Part1)

おむつを分解したら、わたと粉が出てきた。

おむつの粉は、水を吸うと、何倍にも大きくなっ
た。

水ゼリーを土に混ぜると、水をあげなくても元気
に育った。（５日目）

水を吸わせる実験では、おむつの粉が一番水
を吸った。（綿 100ml以下、粉 500ml以上）

3
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2019年 おむつの不思議(Part2)

屋外で溶かしたおむつゼリーは、溶けてしまい、水を吸
う力がかなり弱くなった。

屋内で乾燥させたら、おむつゼリーが粉に戻った。
そして、水を吸う力は変わらなかった。

屋外の場合

屋内の場合

4

2019年 おむつの不思議(Part2)

オムツゼリーと土の混ぜ方では、土全体におむつゼリーを混ぜた方（⑥）が、一番
枯れにくいことがわかった。

5
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2020年 おむつの不思議(Part3)

ビニールハウスでの実験
室内で、乾燥と水の吸収を10回繰り返した。
水を吸わせても、吸う力はおとろえることはなく、繰り返し
吸収した。

6

2020年 おむつの不思議(Part3)

屋外での実験（ビニールハウスでの実験）で
は、約45℃でおむつゼリーが溶け始め、55℃
になると、完全に溶けてしまった。

溶けてしまったおむつゼリーは、水を吸う力
が弱くなっていることを再確認した（Part2でも
確認）。

7
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～これまでの研究のまとめ～
（砂漠緑化に使用済みオムツが、求められるもの）？？？？？？？？？？？？

砂漠の緑化で使うには・・・ これまでの研究でわかったこと

①雨が少ない環境でも地中に水
を含み、乾燥を防ぐことができる

➡高吸水性ポリマー（おむつの粉）を土に混ぜ、保水性を
保つことができる。
まんべんなく土と混ぜたほうが植物がかれにくい。
（おむつの不思議Ｐａｒｔ１、Ｐａｒｔ２）

②何度もくりかえし吸水すること
ができる。

➡屋外で乾燥させると溶けてしまったが、室内で乾燥させ
ると、粉粒に戻り、また初めと同じように水を吸うことができ
た。（おむつの不思議Ｐａｒｔ２）

➡適温以下では、何度も繰り返し保水する力があることを
確認した。また、約４５℃でおむつゼリーが溶けてしまうこと
が分かった。（おむつの不思議Ｐａｒｔ３）
＊45度以上の熱でおむつの粉が溶けてしまい、その後保
水力が大幅に低下することが分かった。（Ｐａｒｔ2、Ｐａｒｔ3）
※おむつゼリーは熱に弱い。

③高吸水ポリマー（おむつの粉）
が保水力を失わずに土の中で作
用すること

➡土とおむつの粉をまぜ植物を育てると、土のみで植物を
育てた場合と比べて地表の温度が最高で約15度低下した。
おむつゼリーを混ぜた土の深さ５㎝と15cmの温度はおおむ
ね同じで地表より低い温度となった。
さらに、少ない水で植物が育つことを確認した。（Ｐａｒｔ3）
※地中の温度は地表より低い。（＊Part2,3では砂漠に似た
環境（ビニールハウス）を作り植物を育てた）

8

＜今回の研究のきっかけと目的＞
最近、私には弟が誕生した。1日に10個以上のおむつを使っている。おむ
つがゴミ箱にたまるのを見て、使われたおむつを再利用できたら、地球によ
りやさしいのではないか、と考えた。

日本では、１年間に約50～52万トンの紙おむつが捨てられていて、赤ちゃ
んの紙おむつの使用量も増えているそうだ。使用されたかみおむつは焼却
処分されるため、二酸化炭素が排出してしまい、環境にも影響がでてしま
う。少しでも使用済み紙おむつを再利用することができれば、焼却による二
酸化炭素を減らすことができると思った。

今回は、使用済みおむつを利用し植物を育てることができるかを目標に研
究を行う。（➡【研究１】）。

また、これまでは、おむつの粉を使って砂漠に植物を植えることを目指し
て、研究を続けてきた。今までの研究でおむつゼリーは、熱で溶け、水を吸
う力が弱くなる弱点があることがわかった。

今回は、熱で溶けてしまう弱点に注目し、おむつゼリーが土の中で溶けに
くくするための条件を確認する。（➡【研究２】）。

9
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～SDGs～
・尿ゼリーを使って植物を育てることには、SDGsに当
てはまる部分がある。

・その一つ目は、エネルギーを軽減できることだ。

７の目標に、エネルギーをみんなにという言葉があ
る。

おむつは、水分をたくさん含んでいるので、燃やす
のが難しいといわれていて、たくさんのエネルギーを
消費してしまう。でも、おむつの尿ゼリーの部分を再
利用し、ゴミではなく資源になれば、そのエネルギー
をみんなに分け合えるかもしれないと思った。

そして、そのオムツで植物が育つのなら、砂漠にも
緑が増えるので、世界にやさしいのではないかとも
考えた。

１５の目標は、陸の豊かさも守ろうという言葉があ
る。

砂漠に緑を増やしていくことは、陸の豊かさを守っ
ていることとつながると思った。

10

◆実験1－①
集めた使用ずみおむつを分解し、おしっこを含んだ
おむつゼリー（尿ゼリー）の部分を取り出した。尿ゼ
リーと水だけを含んだおむつゼリー（水ゼリー）で、植
物（オクラ）を育て、育ち方の違いを観察する。

◎私の予想
おしっこを含んだおむつゼリーは、尿に含まれる塩分・ア
ンモニアなどによって植物が枯れてしまうと予想した。

【研究１】～使用ずみおむつの再利用～
使用済みおむつを活用し、植物が育つことができる
かに着目し研究を行う。
＊気温が高く乾燥した砂漠に似た環境（高温で乾燥している）を作るため、Part2，3で
はビニールハウスを作って育てたが、今回は、尿がもたらす影響について考えるた
め、ビニールハウスを作らずに、実験を行った。

11
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（A）～（D）のプランター
（A）尿を含んだおむつゼリーを、全体的に土に混ぜたもの。
（B）水を含んだおむつゼリーを、全体的に土に混ぜたもの。
（C）使用済みオムツを、そのまま地中と地表に置いたもの。
（D）おむつゼリーを混ぜていないもの。（土のみ）

＜方法＞

（C）おむつ（A）尿ゼリー （B）水ゼリー （D）土

・8/2から8/8まで以下の（A）から（D）のプラ
ンターで植物を育てる。それぞれ水は毎日
１Lかける。
・デジタル土壌PH計を使って、塩分濃度、
PH、温度、湿度を測る。また、育ち方の違
いも比べる。

12

＜結果＞
（土の温度・湿度・PH・塩分濃度）

・外気温・湿度と、（A）～（D）で深さ約10㎝の土の温度、湿度、PH、塩分濃度
を、デジタル土壌酸度PH計（シンワ）で測定した。

・PH：3.5～9.0までを測定（0.5単位での表示）
・土壌水分表示 ・土壌塩分の濃度表示

表示 土壌水分

DRY+ 5％未満

DRY 5-10％

NOR 10-20％

WET 20-30％

WET+ 30％超

表示 土壌塩分濃度

DANGER 1.1％以上

NOR 1.0％以下

13

－ 195 －



塩分濃度 PH 温度 湿度 外気温 湿度

start NOR 6.5 28 WET＋ 27 67

8/2 NOR 6.5 37 WET＋ 34 62

8/3 NOR 7.0 32 WET＋ 28 64

8/4 NOR 7.0 33 WET＋ 34 72

8/5 NOR 7.0 30 WET＋ 33 70

8/6 NOR 7.0 32 WET＋ 30 66

8/7 NOR 7.0 31 WET＋ 31 68

8/8 NOR 7.5 31 WET＋ 34 69

(A)尿ゼリー

14

(B)水ゼリー
塩分濃度 PH 温度 湿度

start NOR 7.0 28 WET＋

8/2 NOR 7.0 36 WET＋

8/3 NOR 6.0 31 WET＋

8/4 NOR 7.0 33 WET＋

8/5 NOR 6.5 30 WET＋

8/6 NOR 7.0 32 WET＋

8/7 NOR 7.0 30 WET＋

8/8 NOR 7.0 30 WET＋

15
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(C)おむつ
塩分濃度 PH 温度 湿度

start NOR 6.5 28 WET

8/2 NOR 7.0 36 DRY

8/3 NOR 7.0 32 NOR

8/4 NOR 7.0 34 WET＋

8/5 NOR 7.0 30 NOR

8/6 NOR 7.0 33 DRY

8/7 NOR 7.5 30 NOR

8/8 NOR 7.0 30 DRY

16

(D)土のみ
塩分濃度 PH 温度 湿度

start NOR 7.0 28 WET

8/2 NOR 7.0 36 WET

8/3 NOR 7.0 32 WET＋

8/4 NOR 7.0 34 WET＋

8/5 NOR 7.0 30 WET＋

8/6 NOR 7.0 33 DRY

8/7 NOR 7.0 32 WET＋

8/8 NOR 7.0 30 WET

17

－ 197 －



全体的に、元気がなくなり始めている。（A） まだまだ元気。（B）
全体的に、元気が残っている。（C) （B),（C)のように、元気に育っている。（D）

A 尿ゼリー （B）水ゼリー

（C) おむつ （D) 土のみ

8月2日
＜結果・育ち方＞

18

元気がなくなり、倒れてしまった。（A) 元気に育っている。（B)
一部枯れ始めてきた。（C) （B)とおなじように、元気に育っている。（D)

A 尿ゼリー （B）水ゼリー

（C) おむつ （D) 土のみ

８月3日

19
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完全に枯れてしまった。（A) 昨日と同じように、元気が残っている。（B)
一部、元気がなくなっている。（C) まだまだ元気。（D)

A 尿ゼリー （B）水ゼリー

（C) おむつ （D) 土のみ

８月４日

20

すべて枯れてしまい、葉も落ちてしまった。（A) とっても元気。（B)
一部、葉の色が薄くなっている。（C） 元気が残っている。（D)

A 尿ゼリー （B）水ゼリー

（C) おむつ （D) 土のみ

８月５日

21
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昨日とあまり変わりがない。（A) まだまだ元気。（B)
一部は、とっても元気がなく、完全に枯れている部分もある。（C) とても元気。（D)

A 尿ゼリー （B）水ゼリー

（C) おむつ （D) 土のみ

８月６日

22

昨日よりも葉が小さくしぼんでいる。（A) 元気に育っている。（B)
元気な部分と元気がない部分ではっきりと分かれている。（C) ぐんぐん育っている。（D)

A 尿ゼリー （B）水ゼリー

（C) おむつ （D) 土のみ

８月７日

23
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ほとんど倒れてしまった。（A)                大きくなっていっている。（B)
枯れたのと大きくなったのと育ち方の違いがはっきりと分かれた。（C）
あまり変わりはない。（D)

（A）尿ゼリー （B）水ゼリー

（C) おむつ （D) 土のみ

８月８日

24

＜実験１－①：結果とまとめ＞

・予想通り尿ゼリーのプランターAが枯れた。でもA,B,C,Dともに土の塩分濃度は
NORで違いがなかった。土の塩分濃度の違いを調べたい！

・Ｐａｒｔ２，３では砂漠に似た環境（高温で乾燥）を作ったので、その条件では土の
中の温度は外気温より低くなった。でも、今回 A,B,C,Dの土の中の温度は、どれ
も外気温と比べ同じか少し高くなることもあった。外の湿度が高いと、熱が土にこ
もりやすく温度が下がりにくいのかな？と思った。

・尿ゼリーを入れたAは土の中のPHは6.5-7.5だった。
湿度はWET+で水分は保たれていたが、すぐに枯れてしまった。
臭いもくさかった。
・水ゼリーのBが一番よく育った。湿度はWET+でPHは6.5-7.0だった。
・おむつを表面においたCでは、土の中の湿度はDRYが多く一番低くなった。
元気に育つ部分と枯れる部分があり、育ち方に違いがあった。おむつが上に
あって、それに水が吸収されてしまい、周りの苗に水分がいきにくいのかな？と
思った。
・土のみのDでは、土の中の湿度はDRYからWET+と、ばらつきがあった。
植物は水ゼリーの次に元気があった。

25
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◆実験1－②
デジタル土壌PH計では塩分濃度が全部NORとなり、違いが分からなかった。
どうにか土の塩分濃度が細かく測れないか考えた。おじいちゃんがセメント工場で働
いていて、セメントの塩分濃度を測る機器（ソルコン）があると知り、それを借りてきた。

＊セメント以外の塩分濃度が測定できるか、0.5％食塩水を作って、その濃度が
0.5％であることをソルコンを使い確認した。これなら使えそうだ！

◎実験１－② 私の予想
尿には塩分が含まれるため、尿ゼリー（A）は、他のB,C,Dより塩分濃度は高くなると
思う。

塩1g ソルコン・濃度0.5040％水199g

・プランターA（尿ゼリー）とC（おむつ)の一部で植物が枯れてしまった原因を
調べるため、より細かい測定ができるコンクリート塩分濃度測定器（ソルコ
ン）を使い、A～Dの土の塩分濃度を測定する。

26

＜方法＞

植物が枯れてしまった原
因を調べるために、尿ゼ
リーの（A)と水ゼリーの（B)、
おむつの（C)と土のみの（D)
から土を取り出した。

（C)のおむつは枯れている部分と枯れ
ていない部分があったので、左の図のよ
うに、アとイとウにわけて、塩分濃度を
測った。

図のアとイの部分は、少し枯れていて、
ウの部分は元気に育っていた。

（A）尿ゼリー （B）水ゼリー

（C) おむつ （D) 土のみ

図；（C)おむつ

27
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（A)、（B)、（D)のプランターから1か所ずつ、（C)のプラン
ターから３か所（ア・イ・ウ）の取り出した土をそれぞれ50g
取り、同じ量（50g）の水を入れて、それをソルコンで測っ
た。

＊ソルコンは、乾いたものは測れないので、水を入れて、
測定した。

28

＜結果＞

A 0.0174% B 0.0093% D 0.0065%

C ア 0.0070% Cイ 0.0080% C ウ 0.0067%
塩分濃度が一番高かったのは、尿ゼリーのAの土だった。
少し枯れていたCのアとイの土の塩分濃度は、それほど高くなかった。

29
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＜実験１－①・② 結果とまとめ＞
プランターで植物を育てる実験では、尿ゼリーを入れたプランター（A)では水を与えても
すべて枯れてしまった。また、尿ゼリー（A)と水ゼリー（B)の土をけんび鏡で拡大すると、
二つともおむつゼリーが残っていた。尿ゼリー（A）で土の中の湿度も高く保たれていたた
め、尿の成分が植物の育ち方に影響を与えていると思った。

この実験で土の塩分濃度をソルコンで測定すると尿ゼリー（A)の塩分濃度が最も高く
なった。おしっこの塩分が植物に悪い影響をあたえていることがわかった。尿ゼリー（A）で
は臭いもくさく、アンモニアなども植物に悪い影響をあたえているかもしれない。
使用済みおむつをそのまま入れたプランター（C)も、植物が一部枯れかかったが塩分濃
度は高くなかった。

PHも測定したが、今回の実験では、土のPHに大きな違いはなかったので、PHと植物の
育ち方の関係は分からなかった。

A B

30

◆実験2
実験１では、おしっこを含んだおむつゼリーを混ぜたものは、植物が枯れて
しまった。また、測定器（ソルコン）で測った結果は、枯れてしまったAのプラ
ンターでは塩分濃度が一番高かった。

実験２では、おしっこを含んだおむつゼリーを、水に何日か浸し、塩分が薄く
なっていくかを確認する。

◎私の予想

・塩分濃度は、洗うとだんだん低くなっていくと思う。
・最終的に、水ゼリーと変わらないくらいになると予想した。

31
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＜方法＞

使用済みおむつから取った尿ゼリーと、水で洗い流してし
ばらく水につけておいた尿ゼリーを、測定器（ソルコン）で
測り、塩分濃度を記録する。

32

＜実験２の結果＞

水洗い回数 尿ゼリー

０回目 0.2590%

１回目 0.0567%

２回目 0.0105%

３回目 0.0119%

0.0000%

0.0500%

0.1000%

0.1500%

0.2000%

0.2500%

0.3000%

０回目 １回目 ２回目 ３回目

尿ゼリー

水ゼリー

＊水ゼリー塩分濃度 0.0051%

水で洗うことで、尿ゼリーの塩分濃度がどんどん低くなっ
ていき、水ゼリーの塩分濃度（０．０５１％）に近づいていった。

＜グラフ：水洗いの回数と塩分濃度＞
＜表：水洗いの回数と塩分濃度＞
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◆実験3
実験２では、おしっこを含んだ塩分の高いおむつゼリーを、水に浸すことで
塩分濃度が薄まることが分かった。

実験３では、塩分濃度を薄めた使用済み尿ゼリーは、枯れずに植物を育て
ることができるかを確認する！

◎私の予想
水で洗った尿ゼリーは、塩分濃度がとても低くなったので、植物は枯れず
に元気に育つと予想した。

34

＜方法＞

実験１と同じように、実験2で使った水洗い尿ゼリーを使って植物を育て
た。水も毎日１Lかけた。

8/19から8/26までの8日間、デジタル土壌PH計を使って、塩分濃度、PH、
温度、湿度を測り、植物（オクラ）の育ち方を観察した。

35
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＜実験３ 結果＞
水洗い尿ゼリー

塩分濃度 ph 温度 湿度 外気温 湿度

8/19 NOR 7,0 26 WET＋ 26 68

8/20 NOR 7,0 28 WET 28 72

8/21 NOR 7,0 30 WET＋ 28 64

8/22 NOR 6,5 30 WET＋ 29 72

8/23 NOR 6,5 33 WET＋ 34 52

8/24 NOR 6,5 32 WET＋ 34 50

8/25 NOR 7.0 31 WET＋ 28 50

8/26 NOR 7.0 35 WET＋ 30 56

36

8月19日 8月20日 8月21日

8月22日 8月23日 8月24日

8月25日 8月26日

＜実験３ 結果＞

水で洗った尿ゼリー
は、8日間観察したが、
植物は、枯れることなく
成長した。
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【研究１のまとめ・考察】
研究1では、使用済みおむつを再利用して植物を育てることができるかを確認
した。

おしっこを含んだ尿ゼリーを土に混ぜ植物を育てると植物は枯れてしまった。

しかし尿ゼリーは、水で洗い流すことで塩分濃度はとても低くなって
（0.2590%➡0.0119%）、枯れることなく植物を育てることができた。

この研究で私は、使用済みおむつでも水で洗えば、植物を育てる材料として有
効に再利用できると思った！

ただ、尿ゼリーで植物を育てる時の問題点は臭いがくさくなったことだ。

臭いを消すために尿ゼリーに次亜塩素水を混ぜてみたが、臭いは消えてきたが、
水のような液体になってしまい、植物を育てる実験には使えなかった。

衛生的に使用済みおむつを使えるよう今後の課題として調べたいと思う！

38

【研究２】～砂漠の緑化を目指して～

過去の研究（Part2,Part3）で
おむつゼリーは約45℃で溶
けてしまう弱点がわかった。

砂漠の緑化を目指し、おむつ
ゼリーが土の中で溶けにくく
するための条件を確認する。

＊砂漠に似た環境を作るた
めに、庭にビニールハウスを
作り、乾燥していて気温が高
くなる環境で実験をした。

39
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◆実験４

◎私の予想
裸地（A)は、土の深さ５cmのところではとっても溶けて、深さ20cmのところ
は少しだけ溶けていると思う。

草木（B)は、植物の葉の影で土の温度が低くなり、どちらもあまり溶けてい
ないと予想した。

芝生（C)は、背が高くないので影が少なく、裸地の（A)と同じような結果にな
ると予想した。

裸地（A)、草木（B)、芝生（C)の3パターンの場所で、高温な場所でもお
むつゼリーが溶けない場所があるかを確認する。

（A)裸地 （B)草木 （C)芝生

40

＜方法＞
裸地の状態（A)、草木で影がある状態（B)、芝生でおおわ
れている状態（C)の3パターンで、表層(0cm)・地下5cm、地
下20cmに水をたっぷり含んだおむつを置いた。
毎日１４時頃にビニールハウス内の外気温とそれぞれの
場所での温度を温度計を使って確認する。

最終日には日中の温度の変化をそれぞれの場所で確認
する。

実験は8日間行い、最後の日にそれぞれの場所に埋めた
おむつを取り出し、おむつゼリーの溶けている様子を確認
した。

41
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表層の温度は、全体的に気温と連動している。だけど、（B草木)は、植物によって影が作ら
れているので、表層の温度は、最も低くなっている。

0℃

10℃

20℃

30℃

40℃

50℃

60℃

70℃

80℃

8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日

8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日
気温 29℃ 36℃ 41℃ 55℃ 58℃ 56℃ 57℃ 61℃
A 0cm 29℃ 39℃ 45℃ 51℃ 54℃ 53℃ 52℃ 54℃
B 0cm 30℃ 35℃ 40℃ 42℃ 55℃ 56℃ 51℃ 49℃
C 0cm 31℃ 35℃ 40℃ 44℃ 54℃ 56℃ 63℃ 67℃

●8月7日～14日：表層(0cm)の温度測定結果
＜結果（温度）＞

A;裸地

外気温

B;草木

C;芝生

42

地下5cmの温度は、外気温とちがい、A・B・Cともに高温になることはなく、外気温より低く
なった。A・B・Cともに、40℃以下でおむつが溶けてしまう45℃を超えることはなかった。
また、Aの裸地とBの草木、Cの芝生で大きな温度の違いはなかった。

0℃

10℃

20℃

30℃

40℃

50℃

60℃

70℃

8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日
8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日

気温 29℃ 36℃ 41℃ 55℃ 58℃ 56℃ 57℃ 61℃
A 5cm 30℃ 31℃ 35℃ 31℃ 38℃ 37℃ 33℃ 34℃
B 5cm 29℃ 32℃ 30℃ 33℃ 37℃ 36℃ 34℃ 36℃
C 5cm 29℃ 32℃ 30℃ 36℃ 36℃ 34℃ 34℃ 36℃

●8月7日～14日：地下５ｃｍの温度測定結果

外気温

C；芝生

B；草木 A；裸地
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70℃

8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日
8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日

気温 29℃ 36℃ 41℃ 55℃ 58℃ 56℃ 57℃ 61℃
A 20cm 30℃ 32℃ 34℃ 38℃ 36℃ 35℃ 34℃ 34℃
B 20cm 29℃ 32℃ 31℃ 31℃ 33℃ 34℃ 34℃ 34℃
C 20cm 29℃ 31℃ 30℃ 34℃ 32℃ 33℃ 31℃ 36℃

●8月7日～14日：地下20ｃｍの温度測定結果

C;芝生

外気温外気温

B；草木

A:裸地

地下20cmの温度も、A・B・Cともに外気温より低く、高温になることはなかった。
また地下５cmの温度よりも地下２０cmでは、A・B・Cともにほとんど少しだけ（１～4℃）低く
なった。

Aの裸地とBの草木、Cの芝生で大きな温度の違いはなかった。

44

8月14日は、8時から18時まで、一時間おきに温度をはかった。
表層の温度は、全体的に気温と連動している。また、（B草木)は、植物によって影が作ら
れているので、表層の温度は、基本的に低くなっている。

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

気温 29℃ 30℃ 30℃ 33℃ 46℃ 49℃ 61℃ 60℃ 51℃ 41℃ 35℃
A 0cm 29℃ 30℃ 31℃ 38℃ 53℃ 54℃ 54℃ 66℃ 54℃ 43℃ 36℃
B 0cm 31℃ 31℃ 31℃ 34℃ 42℃ 48℃ 49℃ 59℃ 48℃ 40℃ 36℃
C 0cm 32℃ 32℃ 33℃ 37℃ 51℃ 56℃ 67℃ 57℃ 54℃ 41℃ 35℃

0℃

10℃

20℃

30℃

40℃

50℃

60℃

70℃

80℃

１日の温度の変化

●8月14日（8時～18時）：表層の温度の移り変わり

外気温

B;草木

A；裸地C;芝生
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8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

気温 29℃ 30℃ 30℃ 33℃ 46℃ 49℃ 61℃ 60℃ 51℃ 41℃ 35℃

A 5㎝ 29℃ 29℃ 29℃ 31℃ 36℃ 36℃ 34℃ 42℃ 42℃ 36℃ 32℃
B 5cm 29℃ 30℃ 30℃ 31℃ 34℃ 36℃ 36℃ 40℃ 39℃ 35℃ 33℃
C 5cm 29℃ 30℃ 30℃ 31℃ 33℃ 36℃ 36℃ 40℃ 36℃ 32℃ 32℃

0℃

10℃

20℃

30℃

40℃

50℃

60℃

70℃

１日の温度の変化

●8月14日（8時～18時）：地下５ｃｍの温度の移り変わり

外気温

A；裸地

C;芝生

B；草木

地下5cmの温度は、外気温より低くなった。特に外気温が高くなる11時から17時まで、
A・B・Cともに急激に温度が上昇することはなかった。
多くの時間で、Cの芝生が最も温度が低くなった。また、一日を通して、おむつが溶けてし
まう45℃を超えなかったが、Aの裸地は42℃まで上がっていた。

46

地下20cmの結果は、地下5cmと比べて、最高で6℃も低くなっていた。
外気温が急に上がる11－17時までの間の温度の上昇は地下5cmと比べ緩やかだった。
地下5cmの時と同じく、多くの時間で、Cの芝生が最も温度が低くなった。

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

気温 29℃ 30℃ 30℃ 33℃ 46℃ 49℃ 61℃ 60℃ 51℃ 41℃ 35℃
A 20cm 29℃ 29℃ 29℃ 31℃ 33℃ 34℃ 34℃ 36℃ 36℃ 35℃ 36℃
B 20cm 29℃ 30℃ 30℃ 31℃ 31℃ 34℃ 34℃ 34℃ 34℃ 33℃ 33℃
C 20cm 29℃ 30℃ 30℃ 31℃ 31℃ 33℃ 36℃ 33℃ 32℃ 32℃ 31℃

0℃

10℃

20℃

30℃

40℃

50℃

60℃

70℃

１日の温度の変化

●8月14日（8時～18時）：地下20ｃｍの温度の移り変わり

外気温

A;裸地

C；芝生 B；草木
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ゼリーはほとんどとけ
ていて、綿だけが残っ
ている。一部、溶けて
いるゼリーが残ってい
た。

●表層（0cm)のおむつの状態
A 裸地 B 草木 C 芝生

全体的にゼリーが残っ
ているが、ドロドロに
なってしまっていた。

全体的にゼリーが残っ
ているが、ドロドロに
なってしまっていた。

＜結果（おむつの状態）＞

48

Aの裸地とBの草木、Cの芝生の全部、全体的にゼリーが残っている
が、つぶつぶはしていなかった。

●地下5cmのおむつの状態

A 裸地 B 草木 C 芝生
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●地下20cmのおむつの状態

A 裸地 B 草木 C 芝生

3つともゼリーは全体的に残っていて、表層と地下5cmのものより
は、水分を含むつぶつぶが多く残っていた。

50

【研究２のまとめ・考察】
A（裸地） B（草木） C（芝生）

表層0cm ゼリーはほとんど溶け
ている。

ゼリーは残っているが、
トロトロしている。

ゼリーは残っているが、
トロトロしている。

地中5cm ゼリーが全体的に残っ
ている。

ゼリーが全体的に残っ
ている。

ゼリーが全体的に残っ
ている。

地中20cm
ゼリーは全体的に残っ
ていて、つぶの状態で
残っている。

ゼリーは全体的に残っ
ていて、つぶの状態で
残っている。

ゼリーは全体的に残っ
ていて、つぶの状態で
残っている。

表層（0cm）におむつを置いたときはゼリーが溶けてしまった。
おむつゼリーは、外気温が60℃を超えても、A・B・Cともに土の中では40℃
以下になり、溶けずにゼリーの状態を保つことができた。
地下5cmにうめたおむつでは、A・B・Cともに水分を少し含んだ状態のゼ
リーが溶けずに残っていた。
地下２０cmでは、A・B・Cともに水分を多く含んだつぶつぶしたゼリーが多く
残っていていた。
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また、植物（草木・芝生）が植えられていることで、裸地の状態よりも地中

の温度が下がることが確認できた。おむつゼリーの水を保つ力（吸水力）は
より発揮できると思った。

ただ、予想と違って、芝生のほうが草木がある土より温度が地下５cm・２０
cmともに低くなった。庭の芝生が伸びておいしげっていたので影が多くなり
土の温度が低くなったためだと思った。

砂漠では最高気温が60℃近くになるそうだ。でも、今回の研究でおむつゼ
リーは砂漠の緑化のために十分使えると思った！

52

【研究１・２のまとめと考察】

これまでの実験（おむつの不思議Part1～Part3）で、おむつの粉
は水をたっぷり吸収すること、ゼリー状のおむつの粉を土に混ぜ
ることで植物が枯れにくくなること、おむつゼリーが約４５℃の外
気温から溶けてしまう弱点があることが分かっている。

今回の実験では、水で洗う
ことで使用済みおむつでも、植
物を育てるのに使える可能性
があること、砂漠並みの外気温
でも地下では高温にはならず、
おむつゼリーが溶ける温度に
ならないこと、また、植物がある
ことで地下部分の温度が低くな
ることが分かった。
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これまでの地球は、使用済みおむつはたくさんのゴミとして
出され、焼却処分によってCO2が増え続けていた。だけど、今
回の研究で使用済みおむつの一部（尿ゼリー）を資源にかえ
て、植物を育てることができた。なので、二酸化炭素を減らし
つつ、砂漠の緑を増やしていくことができれば、地球にとって
もやさしくなってSDGｓへつながると思った！衛生的に使用済
みおむつを利用できることを今後の課題とし、これからも取り
組んでいきたい！

こういう風に、なったらい
いなぁ…

＜ごみの分別＞

54

～おまけ・・♪～
今回はパソコンを使用して実験をまとめることを目標にした。

初めは、文字を打つのも時間がかかったけど、少しずつ慣れて早く打てる
ようになった。表やグラフも難しかったけど、慣れてきたらとても便利だと思っ
た。思っていたよりもとても大変で時間がかかったけど、最後までまとめるこ
とができて本当にうれしかった！
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講　評

　妹のおむつの不思議な機能を「調べてみたい」から始まった継続研究になります。今回の内容は、最近生ま

れた弟のおむつが大量に捨てられることに着目し、これまでの研究の成果をもとに、おむつの再利用を目指し

た研究です。身近な生活経験から生まれた疑問を丁寧に研究し、そして、研究の過程で生まれた新たな疑問と

生活体験を結びつけて研究が進められている点、そして研究が一貫性をもって進められている点がとても評価

できます。また、SDGs の目標の達成を目指し、身近な生活体験から自分ができることを考え、取り組んでい

ることはとても素敵だと思います。

　実験の内容については、学習した内容や前回の研究の成果をもとに予想し、いくつかの実験で条件を制御し

ながら客観的なデータが収集できていました。そして、そのデータをグラフ化したり、表や関連する写真を使っ

てわかりやすくまとめられています。また、結果、考察、まとめがきちんと区別できているなど、研究で大切

な過程をしっかりと踏まえていることも評価できます。

　今回の研究では、砂漠の緑化を目指して、砂漠に似た環境をつくり実験を行っていました。素晴らしい取組

ですが、結論を出すには早いと思います。砂漠にもいろいろな特徴をもった砂漠があります。砂漠のできかた

や特徴を調べ、より砂漠に近い条件の環境での研究にチャレンジしてください。

　考察にもありましたが、動物のおしっこやふんを扱う研究は、感染症などの危険性があります。マスクや手

袋などを着用することや、大人と一緒に取り組むなど、衛生面には十分気をつけて下さい。

　「不思議だな」「調べてみたいな」など好奇心が、誰も考えつかない研究やアイディアにつながります。これ

からも好奇心を大切にし、今後も身近な科学を探究し続けて下さい。

❁上位賞受賞のポイント❁

・研究の過程で生まれた疑問を生活体験に結びつけて研究が進められ、研究に一貫性がある。

・条件を制御しながら実験が行われ、客観的なデータを収集している。

・グラフや表、関連する写真を有効に使っており、実験の内容と結果がわかりやすく表現されている。
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環 境 奨 励 賞

身のまわりにある植物調べ

本部町立上本部中学校

２年　與儀　愛実
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講　評

　本研究は，サシグサが外来種であることを知って驚いたという出展者の体験をもとに，身近にある植物種を

調べ，そのなかに外来種がどの程度含まれるのかを明らかにしようとしたものです。内容的には，周囲に見ら

れる植物を図鑑やインターネットの情報を用いて調べたという，たいへんシンプルなものでありますが，外来

種と在来種の割合に着目して環境を変えて比較することで，外来種がこんなにも多かったのかという「気づき」

につながっている点は意義深いです。考察のなかでは，まず，外来種がここまで高い割合を占めるという結果

に対する感嘆が示されており，さらに，意図的な持ち込みと非意図的な持ち込みがあること，人の往来に関係

することなどを論じ，さらに，これほど外来種にあふれていることをどう捉え，今後どのようにしていけばよ

いのかという点にまで考えを巡らせています。これらの考察は意義深く，今後の発展性を期待させます。

　環境別の比較方法に関して研究のデザインが十分明確にされていない点や，各環境での調査方法の詳細が示

されていない点などが今後の課題です。科学研究は，独自の着想を大事にしながらも，調査や実験そのものは

十分に客観的でなければなりません。そのため，別の人が追試して再現できる必要があり，「方法」の部分の

記述をみれば，具体的に何をどうしたのかが全てわかることが望ましいです。今後の研究では，環境の選定，

各環境での調査区の設定，調査区内での対象植物の選定などについて，客観的な比較に耐えられるように明確

な基準を設定し，それを「方法」においてしっかり示すとさらによいと思います。例えば，１つの環境に対し

複数の調査地点を設定するとか，各調査区の広さを揃えるなどの工夫をし，面積当たり何種ぐらい生育してい

るのかなどを評価することも可能かもしれません。今後の研究の発展に期待したい．

❁上位賞受賞のポイント❁

　外来種問題は，生物多様性の低下をもたらす主要因の一つとして，今や地球レベルの喫緊の環境問題の一つ

になっている．ちょっとした驚きから始めた研究を通して環境問題に関係する重要な「気づき」を得ており，

この課題に取り組んだことの意義は大きい．
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環 境 奨 励 賞

屋部川周辺の鳥類調査Ⅴ

～開発は鳥類相に影響を与えたか？～

沖縄県立名護高等学校

１年　北村　渓登
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講　評

　まず、良かった点についてですが、全国的にスズメが減少してきていることを踏まえ、テーマ設定に関して、

屋部川周辺に訪れる鳥類ということで、地元の身近な生きものに目を向けたことです。また、具体的な研究テー

マの設定として、9 年前の兄の研究も比較として活用しながら、開発のよる鳥類相への影響に着目したのは評

価できます。

　調査方法に関しても、ルートセンサス法によって計画的に適切に行われた。パネルは写真を用いたり、グラ

フや表などを作成したりして、わかりやすくまとめられています。調査の結果、9 年前に比べ、シギ類やサギ

類の減少、特に、渡り鳥は種類と個体数の減少傾向にあることを突き止められたことも良かったです。

　次に改善点についてですが、科学的探究の過程において大切なことは仮説を設定することです。そのために

は、予備調査等で生じた疑問をもとに、仮説を立て、それにもとづいて観察・実験をおこないます。パネルに

は仮説が示されていなかったので、次回からは必ず、パネルにも記載しよう。

　スズメの減少について、ハシブトカラスとの関係で説明しようとしていましたが、ハシブトカラスも減少し

ているので、納得できる説明にはなっていません。このあたりの課題については、今後の継続研究に期待したい。

❁上位賞受賞のポイント❁

・仮説に基づき、ルートセンサス法によって計画的に調査が行われている。

・身近な鳥類やスズメが減少していることに着目している。

・以前の調査結果と比較して活用しながら調査している。

・レポートの様式に沿ってまとめられている。パネルも見やすくまとめられている。

・鳥類観察マップを作成するなど、工夫してデータをまとめている。

・次年度以降の継続研究が期待される。
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第 44回　沖縄青少年科学作品展

佳作・入選作品概要
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佳作 
物理 

国立大学法人琉球大学教育学部附属小学校 

赤嶺 和香 

消えたり現れたり島のマジック 

１. 目的  
私が住むマンションから海を見ると慶良間諸島と渡名喜島が見えます。でも渡名喜島が見えな

いときや両方が見えない時もあります。くもりや雨の日に島が見えないのは分かりますが、晴れ

の日にも見えないことがあります。今回の研究ではなぜ島が見えたり見えなかったりするのかを

考えて、どのような条件で両方の島が見えるのかについて調べてみることにしました。 
２. 方法  
① マンションの 10 階の廊下でいつも同じ場所から島を撮影しました。慶良間諸島と渡名喜島
の両方が見えたら「〇」、慶良間諸島だけ見えたら「△」、両方の島が見えなかったら「×」

と観察ノートに記入します。 
② 観察ノートに島の見え方以外に「天気」「気温」「温度」を記入します。 
③ 観察ノートには「上層」「中層」「下層」でどの種類の雲が見えたのかも記入します。 

３. 結果  
７月１日から８月７日までの 38日間の島の見え方を観察したところ、〇は５日、△は 13日、

×は 20 日でした。❶島の見え方と天気との関連性で調べたところ晴れの日は〇が５日、△が６
日、×が７日でした。くもりの日は〇が０日、△が７日、×が８日でした。雨の日はすべて×で

した。❷島の見え方と湿度との関連性を調べたところ、〇は 71％、△は 83％、×は 89％でした。
特に晴れの日では〇は 71％、△は 83％、×は 85％でした。❸島の見え方と雲との関連性を調べ
たところ、〇は上層に「すじ雲」「うす雲」がありました。△にも「すじ雲」「うす雲」はありま

した。×にはこれらの雲はありませんでした。 
４. 考察  

❶島の見え方と天気との関連性では、雨の日には×と予想できますが、晴れの日や曇りの日に

は予想できないことが分かりました。それは雨が降ると雨粒が邪魔をして、晴れやくもりの日に

は条件によって雲や水蒸気がなかったりするので島が見えたり見えなかったりするのではない

かと考えました。天気だけでは雲や水蒸気があるかどうか決まらないので島の見え方は予想する

のは難しいです。❷島の見え方と湿度との関連性では、湿度が高いと空気中に水蒸気がたくさん

あり、その水蒸気が邪魔をして島を見えにくくしていると考えました。空気中の水蒸気に日光が

あたると反射して白っぽくなります。そのため島の見え方は湿度が高いか低いかがすごく影響し

ていることが分かりました。❸島の見え方と雲との関連性では、湿度が低く上層の「すじ雲」や

「うす雲」がある日が良いことが分かりました。なぜなら雲は湿度が低いと高い所にできて、湿

度が高いと低い所にもできるからです。そのため雲を見て島の見え方も予想できると考えられま

す。考察のまとめとして、島を見るには湿度が影響していることが分かりました。両方の島を見

る条件として「晴れた日であること」「湿度が 71％ぐらいであること」「空に上層のすじ雲やうす
雲があること」の３つが必要であることが分かりました。
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佳作 
物理 

宜野座村立松田小学校 

田中 獅礼 

海洋ゴミ ～沖縄の美ら海は大丈夫？～ 

 いつまでも見たい海！遊びたい海！を守りたい 
１. 目的  

僕は幼い頃から地球や海が大好きで沢山自然で遊んできました。海が２０５０年には魚よりご

みの方が増えてしまうという事を知り、沖縄の海もそうなってしまうのかと心配になり、今ある

自然やゴミの状態を無視せず向き合い、沖縄の美ら海を守る為に何か出来る事をしたいと思いま

した。 
２. 方法  
① 毎週海のごみ拾いをしてゴミの量や種類などの調査をしてグラフにして、気になる点をまと
めます。 

② 魚の内臓を開きプラスチックを食べていないか調査します。 
③ 浴槽にペットボトルを浮かべて扇風機で風を当てて端から端までの時間を図り、漂着物がど
れくらいの日数海を漂っているのか調査します。 

④ 海の酸化実験。薬品を使用して、海水が二酸化炭素を吸収するのかを実験します。 
３. 結果  
・沖縄の海にもとても沢山のゴミが落ちています。 
・風の強い日の後は、軽い陸由来のゴミが増えました。 
・風が台風の後や風の強かった数日後は、海外製のゴミが増え、割れたプラスチックも多くなり  

ました。 
・海外製のゴミは判断できる物だけで 15％、陸由来のゴミが 10％でした。 
・プラスチックゴミは 39％、漁具が 11％、ペットボトルは 6％この３はプラスチック製品なの
で、合計すると 50％を超えました。 
・魚が食べてしまっていたプラスチックは、23中 4匹の中から確認出来ました。4匹中 3匹は、
読谷村、残りの 1匹は久米島町で釣った魚でした。 
・海水酸化実験は、二酸化炭素を吸収して、薬品が酸化している事を示す黄色に変化しました。 
・漂着物実験は、一番早くて 23日、一番遅くて 363日でした。 

４.考察  
・波や風の影響が色んなとこに出るなと思い、海流が大事なのかもしれないと思いました。 
・日本のゴミの殆どが川から流れてくる陸由来の物という研究結果が殆どの中、僕の結果が違う

のは、沖縄県は大きな川が少ない事や海外と近くて海流の問題も大きいのかなと思いました。

また、地域清掃の効果が出ているのかもしれないなと思いました。 
・漁具は、重さや大きさでは 1番多くなりそうだと思いました。そう考えると、プラスチックが
与える影響がとても怖いなと思いました。 
・魚の中のプラスチックは、宜野座村や金武町などの東海岸の魚からは出でこず、読谷村や久米

島の西海岸の魚から出来たのは、場所が台湾や韓国などに面しているため、海外から来るプラ

スチックゴミが漂着する前に劣化してしまって、食べやすい環境があるのではないかと思いま

した。 
・西海岸にはとても海外ゴミも多かった事から、太平洋ゴミベルトの様なものがこちら側にもあ

るのだろうと思いました。 
・ここまでしっかりと酸化してショックを受けました。初めて CO2問題に実感、体感があり、脱
炭素社会への大事さを知る事が出来ました。 
・海を守る為には、僕たちの普段の生活が大事だと思いました。
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佳作 
物理 

那覇市立松島小学校 

赤﨑 友洋 

一番遠くに飛ぶ物質と大きさⅡ 

１. 目的   
海で石を投げて遊んでいる時に、質量の大きい物質は重力で早く落ち、質量の小さい物は空気

抵抗のせいではやくおちると考えた。では一番遠くに飛ぶちょうどいい物質、大きさは何だろう

と考え実験して求めた。 
２. 方法  

様々な大きさの球（ふわふわ粘土、油粘土、ビー玉、金属球）を飛ばす。 
① 着地点が分かるように小麦粉をつける。 
② テーブルに半分の長さだけ乗せたスプーンに球を設置する。 
③ スプーンの柄に、高さ 30cmから 70gのおもりを落として球を飛ばす。 
④ 飛距離を測定する。 
⑤ これを各物質・大きさにつき 8回ずつ行い、平均値で考察を行った。 
⑥ 密度も 4πr3/3を使って求め、直径や飛距離との関係を考察した。 

３. 結果  
一番遠くに飛ぶ物質と大きさは 0.5gの金属球（直径 5mm）で、平均飛距離 196.20cmだった。 

４. 考察  
・それぞれの物質において、質量の大きい物ほど飛距離が短くなっていたが、放物線の最高点ま 
での高さがそれぞれの物質で異なるので、仮説①の「質量の大きい物は重力で早く落ちる」が

正しいとは言い切れないと考えた。 
・質量の小さい物も飛距離があまり落ちなかったことから、「質量の小さい物は空気抵抗のせい

で早く落ちる」と仮説②をたてたが、空気抵抗の影響はあまりなかったと考えた。 
・ほぼどの質量でも金属球が一番飛距離を伸ばしたことから、仮説③「密度の高い物は小さくて

も質量を大きくできることから、空気抵抗をあまり受けず一番遠くに飛ぶことができ」は正し

かったと考えた。 
・図 2の 0.2g/cm3のデータが 2 g/cm3と 10 g/cm3よりよく飛んだことから、仮説④「密度が
小さくて大きい球はあまり飛ばない」は誤っており理由は分からなかった。
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佳作 
物理 

八重瀬町立白川小学校 

宮城 悠吾 

めざせ！世界一のたい空型紙ひこうき！ 
１. 目的   

ぼくは、オリジナル紙飛行機作りにはまっています。 
ぼくは、今まで３５０機以上の紙飛行機を作りました。その紙飛行機を大切にしています。で

も、自分でもどれくらい飛ぶのかは、まだ分かりません。 
なので、自分で考えて作った「たい空型」の紙飛行機を広い所でとばして、何秒飛ぶか、また、

どんなとくちょうがよいか調べたいと思いました。 
紙飛行機には、「たい空型」と「きょり型」があり、ぼくが調べたのは「たい空型」です。「た

い空型」というのは、長い時間とぶタイプです。 
２. 方法  
① 使用する紙：正方形のおり紙（１５ｃｍ×１５ｃｍの大きさ） 
② 飛ばす場所、条件：風がふいていないじょうたいで、広い室内で飛ばす。 
③ たい空時間の計り方：ストップウォッチを使用する。たい空時間は投げたしゅんかんから、
ゆかに着地した時までを計る。 

④ 投げる時のじょうけん：ジャンプしないで飛ばす。下から上に投げる。 
⑤ 紙飛行機の実験：１０しゅるいのオリジナル紙飛行機を作る。１しゅるいの紙飛行機を３機
作り、それぞれ３回飛ばす。合計９０回の実験後、記ろく表にたい空時間を記ろくする。３

回の平均結果をその紙飛行機の記ろくとする。 
３. 結果  
① よそう通り上位だった紙飛行機 
火のこ、スーイ、しかくんは、よそう通り上位だった。 

② よそう通り下位だった紙飛行機 
バードひこうき、ラビット、コンコルドは、よそう通り下位だった。 

③ よそう通りいかなかった紙飛行機 
マンタスカイは、よそうは３位、けっかは１０位で、しょうげきでした。 

４.考察  
マンタスカイは、羽の面せきが広くて６角形なのに、よそうはずれだった。 
よそうは３位、けっか は１０位だったので、しょうげきでした。 
なぜ、結果が悪かったか考えた。 
その１ すい直びよくの場所がわるい。飛行機の先端にある。 
その２ すい直びよくの紙が折り重なって重く、すい直びよくが前にあることで、重心が前すぎる。 
その３ 重心が前すぎて、下向きになって、転落する。 

 
まとめ 
下のような条件がよいと分かりました。 
羽の形：６角形、４角形。 
すい直びよく：すい直びよくは、持ち手とべつに、飛行機の後ろにおる。羽の先端で、持ち手と逆

におる。重くしない。 
羽の面せき：羽の面せきが広い。 
重心：飛行機の先端を５回ぐらいおって、重心を前に１つ作る。羽の形はあまりえいきょうなかっ 
た。重心がいくつかあったら、よくないと分かりました。重心が前でも、前すぎるのはだめだとは

じめて知りました。 
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佳作 
物理 

南城市立大里南小学校 

金城 愛心 

わたしの挑戦！！聞こえやすい糸電話実験 0： 
 
１. 目的   

私は、ステイホームの時に、弟とあそぶために糸電話を作りました。しかし、糸電話でおしゃ

べりしているときに聞こえづらくて何度も聞き返したりしていました。そこで、良く聞こえる糸

電話を作るにはどうしたら良いのかなと思い実験をすることにしました。 
２. 方法  

糸電話は、カップと糸を振動させて聞こえると言うことが分かったので「①糸の部分を変える。」

「②カップの種類を変える。」実験をすることにしました。 
   実験①では、５種類の糸（たこ糸、ミシン糸、つり糸、毛糸、はりがね）を使い、どの糸の時

に良く聞こえるかを調べました。 
   実験②では、実験①で聞こえやすかった糸と４つのカップ（紙コップ、プラスチックコップ、

ペットボトル、空き缶）を組み合わせ、どの組み合わせの時に良く聞こえるか調べました。 
   両実験とも、発信側では、同じ大きさの音を出すために携帯に録音した音を流しました。そし

て、受信側では、携帯のアプリを使って、音の大きさを調べたり、自分の耳で聞こえやすさを調

べたりしました。 
３. 結果   

実験①では、1番聞きやすかったのは「たこ糸」で、音が大きいのは「はりがね」でした。し
かし、はりがねはエコーがかかって聞こえづらかったです。 

   実験②では、1番聞きやすかったのは「はりがねとペットボトル」の組み合わせでした。実験
①ではエコーで聞きづらかった「はりがね」がエコーが抑えられて聞こえやすくなりました。音

の大きさの１番は「はりがねと紙コップ」の組み合わせでしたが、エコーが強すぎて聞きづらか

ったです。 
   今回の実験では、「はりがねとペットボトル」の組み合わせが１番聞こえやすいという結果に

なりました。 
４. 考察   

今回の実験から、なぜ音の大きさは４位だった、「はりがねとペットボトル」の組み合わせが１

番聞こえやすかったのかという疑問が出てきました。その疑問解決に向け３つのことについて調

べました。 
１つ目は「音の伝わり方の違い」についてです。たこ糸は、糸と糸の間に空気が入り込み振動

が弱くなるけど、針金は固体のなので振動がより正確に伝わるので、たこ糸より聞こえる、とい

うことが分かりました。 
２つ目は、「はりがねのエコーのなぞ」についてです。エコー電話の仕組みを参考にすると、

はりがねは、音の振動が紙コップの底に反射するのでエコーになるのではないかと、私なりに考

えることができました。 
３つ目は、「エコーが抑えられたのはなぜ！？」についてです。そこでカップとして使用した

ペットボトルについて調べると、「ポリエチレンテレフタレート」という素材でできていて、音

の振動を抑える吸音材として使われているということが分かりました。このことから、針金を伝

わってきた振動がペットボトルによって少し吸収されたことでエコーが抑えられたのだと考え

ることができました。 
今回の実験と上記の３つの疑問について調べることで、私の求めていた「聞こえやすい糸電話」

は、音の振動を伝えやすい「はりがね」と振動を吸収してエコーを抑えてくれる「ペットボトル」

の組み合わせということが分かりました。
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佳作 
化学 

南風原町立北丘小学校 

山城 晴 

色の合成について 
 
１. 目的  

家にある顕微鏡でテレビの画面を見たとき、三色の小さな光の粒でできていたことに驚いた。

何気なく見ている身近な物はいろいろな色が集まってできているのか、もしかしたら新しい発見

があるかもしれないと考え、調べてみようと思った。 
２. 方法  
実験①→テレビの画面を顕微鏡で見て、色の構成について調べる。 
実験②→インターネットで様々な色のＲＧＢについて調べた。調べた数値を基にパソコンで色

を作成し、タブレットに表示して顕微鏡で見る。 
実験③→実験②の顕微鏡で表示した画像を１ｍ～６ｍ離れて見ることで、見え方の違いがある

か調べる。 
実験④→身近にある色が合成されて出来ているのか顕微鏡で調べる。 
実験⑤→ＶＲゴーグル（自家製）を製作。ゴーグルに右目（緑色）左目（赤色）が表示されてい

るスマートフォンを入れ見たとき、色の合成が起こるのか家族にも協力してもらい実験した。 
３. 結果  

テレビやタブレットの画面では「赤・緑・青」の光の明るさや量から様々な色が表現されてい

ることが顕微鏡や実験から分かった。また、実験③の拡大した画像を離れて見たり、実験④では

印刷物とそうでないものを比較実験することで、色の合成について理解することができた。実験

⑤では、ＶＲゴーグルを製作し、右目と左目で別々の色を見て、どのように見えるのか、また自

分以外の人も同じ結果が出るのか実験をし、それぞれ結果を得ることができた。 
４. 考察 

画面（テレビ、タブレット、スマートフォン）や印刷物は、色が合成されていることが分かっ

た。また、別々の目で別々の色を同時に見ることで色が合成されるのではと考え、実験方法を父

親に相談したところ、ＶＲゴーグルを製作し、別々の色を表示したスマホの画面を見ることを思

いついた。実験を行った結果、緑色と赤色が合成されオレンジ色に見えたことに驚いた。ただ、

人によって見え方が違ったことや見方の違いによって合成されないことがあることも分かった。 
反省点としては、時間が足りなかった。実験をする中で、気になったことについて新たに実験

をしたかったが出来なかった。また、まとめる作業でもこだわることが出来なかった。 
今回の実験では、家にあるもので色の合成について調べたが、今後は、家以外の場所でも色の

合成があるか調べたい。また、別の色で実験⑤を行い、色の合成が他にも起こるのか実験をして

みたい。
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佳作 
化学 

那覇市立安謝小学校 

前田 桧成 

すずりとぼく池のベストな洗い方 
１. 目的  
・楽をしてぼく池をきれいにしたい。 
・３年生は授業で、習字があるので、ぼく池やすずりがきれいになる方法を調べてクラスのみん

なに教えてあげたい。 
２. 方法  
①食品トレーに墨汁をぬって、何で磨くのがいいのか調べる。 
②兄ちゃんのすずりケースに、墨汁をつけて何で磨くのがいいのか調べる。 
③習字教室で使ったぼく池を洗うときに、どのブラシがいいのか調べる。 
④習字教室で使ったぼく池を洗うときに、どのブラシがいいか調べ汚れを紙につけて、どのブラ

シが一番きれいになったか調べる。 
⑤学校で使ったすずりを洗うときに、どのブラシがよいかを調べ、汚れを紙につけてどのブラシ

が一番きれいになったか調べる。 
⑥洗剤とブラシでは、どちらがきれいになるかを調べる。（ぼく池）ブラシを洗剤に変えて、指

で洗って実験する。 
⑦使ったブラシを観察し、なぜスポンジが一番きれいになったか調べる。ぼく池やすずりの実験

では、家にあったブラシと家にはないブラシを１個買って調べた。ブラシをズーム撮影し、ブ

ラシの形や材質ときれいにみがけた理由に関係があるのか調べる。 
３. 結果  
①はじいていて、つかない。 
②スポンジが一番きれいになった。メラミンもきれいになっている。 
③きれいに磨けたブラシはメラミンだった。 
④メラミンとスポンジは、きれいに磨けた回数がどちらも３回で一番多かった。青ブラシはきれ

いに磨けなかった回数が３回で、一番多かった。 
⑤きれいに磨けたブラシ調べでは、スポンジがきれいに磨けた回数が２回だった。歯ブラシはき

れいに磨けなかった回数が３回だった。 
⑥洗剤を使ったときの方が、汚れがたくさん残っていた。 
⑦墨汁の成分は、カーボン（炭素）とニカワだとわかった。歯ブラシやピンクブラシには、墨汁

がついていたけど実験４・５ではぼく池やすずりをきれいにできなかった。歯ブラシの材質の

ポリプロピレン、ピンクブラシの材質の合成ゴムとカーボンの関係はわからなかった。 
４.考察  
①他にいい方法がないか考える。 
②食べ物はどれもきれいにならなかったので、次からは食べ物は使わない。 
③４月２１日から５月２１日まで、この方法で実験したけど、手についた汚れを見ただけで比べ

るのは難しかったから写真に撮ってみた。それでも、どこが磨けたか、どこが磨けなかったか

判定するのは難しかった。次は汚れを紙につけて汚れ具合をわかりやすくする。 
④スポンジとメラミンが一番きれいになるとわかった。 
⑤授業の２回だけの実験結果より、家でも実験して４回にした方がきれいに磨けた。回数の差が

よくわかった。 
⑥洗剤を使うよりブラシを使って水で磨く方がきれいになるとわかった。 
⑦実験４・５では、スポンジが一番きれいに磨けたけど、ポリウレタンフォームとカーボンの関

係はわからなかった。 
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佳作 
化学 

那覇市立城西小学校 

上原 千愛 

20日ネギの観察～おいしいねぎとは～ 糖度と官能試験結果 

１. 目的  
「私たちが食べておいしいネギ」について、栽培方法で味にちがいがあるのか、球根を植え付け

て栽培し、糖度試験と官能試験・食味試験を行った。 
２. 方法  

20 日ネギの栽培はこれまで通り行い、栽培方法で味覚に変化があらわるのかを調べる事とし
１）「ネギの土(肥料入り)」、２）これまで最も生長が良かった「赤玉土」、３）一般的な「腐葉土」
の 3種類で栽培した。上記 3種類の栽培ネギと比較するため、４）上記 3種類の土をすべてミッ
クスし米のとぎ汁をかけて育てたネギと、５）市販の「福岡のネギ」も用いて、糖度と官能試験・

食味試験を行って評価した。 
３.結果  
１）糖度試験（図―4参照） 
一番糖度(Brix)が高かったのは赤玉土の根もと部分で 0.9、次に培養土と肥料入りの土の根元部
分で 0.8、次に市販のネギの根元部分と葉の部分で 0.7、混合土は根元部分と葉で 0.5、ネギの土の
葉 0.4、赤玉土の葉と培養土の葉 0.3の順であった。 
２）官能試験・食味試験（図―5~9参照） 
肥料入りネギの土のネギと赤玉土のネギ、培養土のネギ、混合土のネギは、生のネギの葉は、香

りはすこしかんじると、甘み苦みは感じない、辛みはとてもかんじるとの評価が多く、ゆでたネギ

では、葉は、香り、甘み、辛み、苦みのすべてでかんじないとの評価が多く、同評価であった。 
糖度、官能試験・食味試験結果は表―3の通りである。 

４.考察  
１）糖度 
試験栽培した 1ネギの土、2赤玉土、3培養土で育てた 20日ネギは、根元に部分の糖度が高く
葉の糖度は低く、市販のネギと 4混合土では、根元部分と葉の糖度は同じであった事、球根植物は
内部に蓄えた栄養で生長する事とあせて考えると、１～３は水やりだけの管理なので球根自体の

栄養で生長するため、球根に近い部分の糖度が高く、市販のネギと４は肥料を与えた管理なので葉

にも養分が行き渡り根元と葉も糖度が同じなのではないかと考える。 
２)官能試験・食味試験 
官能・食味試験は、家族７人で味見して評価したが人それぞれに味覚には違いがある事が分かっ

た。今回調べた糖度（0.3～0.9）は食味に影響を与えるほどのものではないのではないかと思った。
又ネギは生か、ゆでるかによって味が変化し、香り、甘み、苦み、辛みに違いがあった。 
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佳作 
化学 

今帰仁村立今帰仁小学校 

平良 巴菜 

自分で育てたバタフライピーで色の変化の自由研究 
 
１.目的  

レストランで、レモンシロップをかけると色が青からピンクに変わるかき氷を食べて、「ふしぎだ

なぁ～おもしろいなぁ」と思いました。後から、バタフライピーだと知りました。 
去年はコロナで家にいたので、お母さんといっしょにバタフライピーを育てたのがきっかけで、色水

の実験をテーマにしました。 
調べたいこと 
①レモンや他のもので色が変わるかな？ 
②入れるものの多さで色が変わるのかな？ 
③一度変わった色はもどるのかな？ 
④紙や布にそめることができるかな？ 
⑤なぜ色がかわるのかな？ 

２.方法  
色水の準備 
バタフライピー２０コを水切りネットに入れ、カップにお湯を入れて、バタフライピーを入れて色

を出す。 
実験方法 
①バタフライピー水２０ｍＬをカップに入れて、水を８０ｍＬ入れます。これを２０コ用意します。 
②カップにジュースや牛乳などを少しずつ入れていき、色のかわる様子を調べます。 
③入れる前のものと入れた後の写真をとります。 
色の変化の実験に使うもの 
レモン・牛乳・炭酸水・酢・海水・麦茶・リンゴジュース・重曹・ベーキングパウダー 

３.結果  
レモン：最初は濃い紫からピンクになって、最後は透明なピンク色になった。 
牛乳：色は変化せず、パステルブルーになった。 
炭酸水：きれいなブルーなって、シュワシュワもあります。 
酢：最初は濃い紫からピンクになって、最後は透明なピンク色になった。 
海水：色はまったく変わらなかった。少しうすくなった感じだった。 
麦茶：予想とはちがって、まさかの緑色になって、本当にびっくりしました。なんで緑色になったの

かな？ 
リンゴジュース：予想はピンクになると思ったけど、きれいな青になった。 
重曹：色は予想とちがって、青緑色になった。 
ベーキングパウダー：色は変わらず、まさかのシュワシュワでした 
キッチンペーパーを使って色が変わる紙を作ることができた。 

４.考察  
①レモンや他のもので色が変わるかな？→変わった 
②入れるものの多さで色が変わるのかな？→変わった 
③一度変わった色はもどるのかな？→ものによってもどった。 
④紙や布にそめることができるかな？→紙をそめることはできた。布はやらなかった。  
⑤なぜ色がかわるのかな？→ アントシアニンというものが「酸」に反応してピンクに変わる。でも

なぜ緑色になるのか、理由はわからなかった。 
バタフライピーは、レモン以外のものでも色が変わるのがおもしろく、麦茶が緑色になったのが一

番びっくりした。レモンを多く入れていくと、少しずつ色が変わっていき、最後は変わらなくなった

ことがわかった。麦茶とか色々な物で実験して、どんな色に変わるのかドキドキして楽しかった。色

が変わるのは酸性とアルカリ性という性質が関係しているということがわかったでもまだ学校で習

っていないので、もっと良く知りたいと思いました。
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佳作 
生物 

与那原町立与那原小学校 

崎浜 桜 

チョウの研究 
 
１.目的  
・昨年から探していたアカタテハ・ルリタテハ・イシガケチョウの卵・幼虫を見つけたいと思った。

冬のうちに食草を探すことにした。また、イシガケチョウは、何回か見つけることができたので、

1回目の観察でうまれた疑問を実験にして調べることにした。今年は、観察をしながら特に注目
したところをテーマごとに分けて書くことにした。 
・散歩途中に偶然発見したフタオチョウ（沖縄県指定天然記念物）が南風原町を発生地としている

かを調べる。成虫を観察することができたので、卵・幼虫・蛹がいるかを調べる。 
２.方法  
・［観察 1～11］：基本的には、昨年と同様に飼育を行う。 
※天気・気温・湿度は気象庁のデータ（那覇）を使用する。 
・［実験 3］をするために、イシガケチョウの蛹がたくさん必要だったため、［実験 1］［実験 2］［前
実験］を行い大切に育て［実験 3］を行う。 
・フタオチョウのかんさつ：取ったり、傷つけたり、周りの環境をよごさないように気をつけ観察

する。 
３.結果  
・アカタテハ［観察 1］： 幼虫の糸が葉を重ね合わせることに使われており、筒や傘のような形を
作っていた。 
・ルリタテハ［観察 2～4］：孵化後の幼虫は黒い毛だが、成長しながら体液が先のほうにながれて
いきとげの形になっていった。よう化するとトゲトゲの液は体のほうに戻っているように思え

た。幼虫は卵のからをたべない。 
・イシガケチョウ［観察 5～11］［実験 1～3］［前実験］：幼虫がつくる糞塔は、お尻からだした糞
を口でくわえて葉脈におき糸でまきつけていた。［実験 3］では、分光器を作成し、セロハンを 8
枚重ねると光が一色になったことを使って、蛹に光を当てると、赤色の光に近づき、緑色・青色

では遠ざかるように動いた。蛹の数が増えるとばらつきがでた。 
・フタオチョウ：成虫・卵・幼虫を発見することができた。寄生卵の殻もたくさん見つけた。終齢

幼虫をしばらく観察したが約 2か月でいなくなった。 
４.考察  
・イシガケチョウ［実験 3］：結果から赤色の光に近づく性質があるのではないかと考えた。なぜ
蛹の数が増えるとばらついたのかを考えることにした。太陽光の強い光では蛹は同じ方向をむ

いたが、太陽光が弱まる夕方では、蛹の向きがばらついた。このことから、光の強さが関係して

いるのではないかと考えた。調べてみると電球は、光が届く範囲や強さがあることが分かった。

そのため、一直線に蛹を並べたことで光の届く強さがかわりセロハンを電球にまいたことで光

の強さが弱まったことが原因ではないかと考えた。また、電球の光には向きがあることも原因だ

と思った。細長い蛍光灯で強い光のものにすれば、すべての蛹が同じ向きに動くのではないかと

考えた。 
・フタオチョウ：成虫・卵・幼虫を発見できたので発生地となっているのではないかと考えた。「琉

球の昆虫」を調べると「フタオチョウの目撃記録」には南風原町はのっていないように思えた。

これからも見守りながら観察していきたい。

－ 272 －



 
 

佳作 
生物 

竹富町立上原小学校 

梶田 慧 

発根・発芽にかかる時間と種子のサイズとの関係について 
 
１.目的  

サイズの大きな種子をもつ植物ほど、発根や発芽に時間がかかるという仮説について、マメ科

植物９種を用いて検証する。また、同じ種内で種子のサイズにばらつきがあった場合、同種の種

子でも、大きな種子ほど発根・発芽が遅くなるのかどうかも明らかにする。 
２.方法  

ギンゴウカン、ハマアズキ、デイゴ、ナガミハマナタマメ、クロヨナ、ハカマカズラ、ナンテ

ンカズラ、カショウクズマメ、コウシュンモダマの種子の重さを測定し、発根と発芽までにかか

る時間を比較した。ギンゴウカンとハマアズキ、ハカマカズラ以外の６種の種子は、大・中・小

あるいは重さごとに分けて観察をした。観察では、種子の吸水（播種）を AM 8:00に開始した
あと、発根・発芽の有無を PM 8:00と AM 8:00の毎日 2回記録した。 

３.結果  
種子を水に浸けると、どの種でもほとんどの種子が 12時間では吸水して、種子が大きく膨ら
んだ。その後、クロヨナ種子は発根しなかったが、その他の種においては、１つ以上の発根・発

芽を観察することができた。それぞれの種の種子の「サイズ（重さ）/発根日数/発芽日数」を平
均すると結果は次の通りで、ギンゴウカン：0.03 g/1-3日/3-6日、ハマアズキ：0.07 g/約 1日/5-
7日、デイゴ：0.6 g/1-2日/7-10日、ナガミハマナタマメ：0.6 g/2-4日/約 7日、ハカマカズラ：
1.2 g/約 4日/約 14日、ナンテンカズラ：1.2 g/5-9日/10-20日、カショウクズマメ： 3.9 g/3-8
日/9-19日、コウシュンモダマ：9.2 g/13-19日/20-26日であった。同種内では、種子サイズの違
いによる発根・発芽時間の差は見られなかった。 

４.考察  
全体的にみると、重い種子ほど発根に時間がかかる傾向が見られた。ただし例外も見られ、例

えば、ナンテンカズラはカショウクズマメより軽い種子をもつが、カショウクズマメより 2日ほ
ど遅く発根が始まった。発芽についても、全体的には重い種子をもつ植物ほど時間がかかる傾向

が見られた。どの種でも吸水の時間は同じ程度なので、その後の成長スピードに差が出ていると

考えられる。一般的に、種子は植物の生長に必要な養分を蓄えているとされる。小さい種子ほど

蓄えている養分が少ないため、早く生長して光合成を始める必要があるのかも知れない。また種

子サイズが大きいほど、種子の中から外に閨芽が伸び出るのに時間がかかっているかも知れな

い。今回はマメ科植物しか調べていないため、その他の植物でも「種子サイズが大きいほど発根・

発芽に時間がかかる」のかどうかを調べる必要が残っている。
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佳作 
生物 

私立沖縄カトリック小学校 

富濱 彩桜 

オオゴマダラ ～黄金のひみつ～ 

 
１.目的   

チョウの中で一番好きなオオゴマダラ。以前、卵を貰い飼育したが長生きさせることができな

かった。その反省を踏まえ、成長の様子を丁寧に観察しながらオオゴマダラに快適な環境を考え

飼育したい。そして、最大の疑問である「なぜオオゴマダラのさなぎは金色なのか？」について

調べたい。 
２.方法   

オオゴマダラの卵を用意し、１匹ごとにケースに入れて飼育する。孵化、幼虫、蛹化、蛹、羽

化等の成長の様子について観察する。特に蛹化のタイミングを逃さないように気をつけて、黒色

の幼虫がどのようにして金色のさなぎになるのか調べる。また、幼虫には名前を付け、サイズ、

斑点の違いや成長スピード等、できるだけ詳しく観察し、成虫になったら様々な実験を行う。 
３.結果  

オオゴマダラの幼虫は脱皮を繰り返して大きくなる。脱皮前は体の色が薄くなる。５齢幼虫に

なると、大量のホウライカガミを食べるが数日経つと食べなくなり体長が短くなる。その後、糸

座でぶら下がって前蛹になる。蛹は形、色が変化する。黄色から金色に変化した蛹は羽化前には

透明に近い薄い色に成虫の頭や腹、羽の模様がすけて見える。羽化後の蛹のからは灰色のような

薄い茶色のような色だった。羽化は一瞬で完了する。羽化に時間がかかる場合は、羽化不全等の

異常があった。羽化後は飛ぶために不必要な体液を排出する。それは茶色からどんどん透明にな

っていく。その後、羽を広げたり閉じたりして羽化から６時間後くらいに飛べるようになる。ま

た、羽化直後は口吻が２本になっているが、丸めたり伸ばしたりするうちに１本になる。幼虫は

個体によって赤色斑点の場所や数や異なるがそれは成虫の羽の模様に影響しない。 
４.考察   

オオゴマダラはピロリジジンアルカロイドという有毒成分を含むホウライカガミを食べるこ

とで有毒虫となる。目立つ金色で自らが有毒虫であることを宣伝している、ということがわかっ

た。また、１齢幼虫が目立たない薄い茶色なのは、まだ体内に有毒成分を保持していないからだ

と考察する。観察を通してオオゴマダラのさなぎは体液が黄色だと推測する。黄色でも十分に目

立つのに金色になる理由やどのようにして黄色から金色へ変化するのか、また、さなぎの体液が

金色に変化したのか、からが金色になったのか、様々な疑問が出たが、観察を続けても結論を出

すことができなかった。この新たな疑問については、継続研究で調べたい。 
   卵から成虫までの成長過程を詳しく観察しながら飼育し、成虫に育ったら様々な実験を予定

していたが、残念ながら成虫の数が少なく実験に至らなかった。成虫の実験についても継続して

調べたい。孵化、脱皮、蛹化、羽化等の成長過程で失敗すると死んでしまったり、長生きできな

かった。これには気温や湿度も影響しているのでないかと思うので、次回は気温、湿度の条件を

考えながら飼育したい。
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佳作 
生物 

南風原町立津嘉山小学校 

山田 侑志 

ハグロトンボの構造色 
 
１.目的  

捕まえたハグロトンボの体の色が見る角度によって色が変わることに気づいたので,光がやっ
てくる方向と見る位置，トンボの体に当たる光の角度，光源のちがいでどう見えるかを調べる。 

２.方法  
・トンボ，見る位置，光が入ってくる方向の３つを動かせる観察装置を作る。 
・光が入ってくる窓と観察する窓を作り，トンボの体を回せるようにして，３つの条件をいろい

ろ変えてトンボの体がどう光るか（光っている場所，色，明るさなど）を記録する。 
・写真を撮ったりスケッチしたりする。 
・見えた色や角度の関係がわかりやすいよう，いろんな色の折り紙を切ってはった表にする。 
・光源が太陽の光とＬＥＤスタンドの光の場合で違いがあるかを調べる。 

３.結果  
・太陽の光もＬＥＤスタンドの光も色や明るさはあまり変わらない。少しだけ太陽の光の方が青

味が強い。 
・ＬＥＤスタンドの光の方がしっぽの方まで光る。 
・トンボの６節目(しっぽの方)はほとんど光らない。 
・光が入ってくる方向と見る角度が大きくなるにつれて黄色系から緑，青，紫系へと変わってい

く。 
・トンボの真上近くから光が当たる場合で，見る角度が 40 度から 50 度くらいでは黄緑が明る
く光る。90度くらいでは青で明るく光る。 

・全体的には緑色に見えることが多い。 
・光が入ってくることが方向に近い角度で見る方が黄色系が多く入る。 
・トンボの体の真上（背中）から光が当たったときが一番黄色系が強く，明るくかがやく。 
・体が光って見える限界は光が当たっている方と逆側では 100度から 120度くらいまでで，光
が当たっている方では光がトンボの体の横の方に行けば行くほど小さくなる。 

４.考察  
・ＬＥＤスタンドの光の方がしっぽの方まで光るのは，太陽は遠くにあるけど，ＬＥＤスタンド

は近くからてらしているので横からの光が入って来やすいためだと思う。 
・トンボのおなか側には光を反射したりして光る構造色のしくみがない。 
・トンボの左右で光るしくみに差はない。 
・見る角度の変化の場合も，光が当たる角度の変化の場合も色の変化はだいたい黄色→黄緑→緑

→水色→青→紫という虹の色の変化と同じ変化をしているのでプリズムのしくみと同じなの

かも知れない。 
・トンボの体の真上から光が当たったときが一番黄色系が強くなる理由は，構造色のしくみが背

中と横側で違う（構造色を作る部分が背中と横側で厚みがちがう），しくみは同じだけど光の

性質でそうなる（光がいろんな反しゃをしたり曲がったりする），の２つを考えたけどどちら

かに決めることはできなかった。 
・タマムシやキンカメムシはだいたい緑色で特定の色だけ見えるけどハグロトンボはいろんな

色に見えるので，構造色のしくみは別のものだと思う。 
・ハグロトンボはオスだけ光って，いつも低いところを飛んでいるので横にいるメスにアピール

するため横から見たときによく光るのかと思っていたけどななめ上からがよく光って見える

し，真上からもよく光って見えるのが予想外だった。 
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佳作 
生物 

南城市立知念小学校 

志喜屋 もも    具志堅 塁 

知念の海の生き物を守ろう 
 
１.目的  

海のゴミを減らし海の生き物を守りたい！という想いから毎週月曜日、学校から帰宅後、住ん

でいる沖縄県南城市知念周辺の浜でビーチクリーン活動を子供たち４人（＋保護者１〜２人）で

２年弱続けています。海のゴミが再び海に流出するのを少しでも防ぎ地球環境の改善に微力な

がら貢献できたらと思っています。 
２.方法  

拾うだけでなくどんなゴミがどれくらい落ちているのかのデータを集めました。 
始めは自分たちでオリジナルのゴミの種類のリストを作りその数を数え始めましたが、今では

ICC(International Coastal Cleanup)のリストに沿って数え、月に一度事務局にその数を報告し
ています。 
また、この夏よりマイクロプラスティックの調査も始め、年間通して調べていこうとしていま

す。（調査方法は沖縄県の調査方法を参考に始めました。） 
３.結果  

私たちのゴミのリストによると圧倒的にプラスチックのゴミが多いことが分かりました。そ

の結果をもとに、まずはプラスチックのことを調べました。プラスチックとはなんなのか。プラ

スチックが環境にどんな影響をもたらしているのか。プラスチックは私たちの生活でどれだけ

使われていて、どれだけどうやって処理されているのか。そんなプラスチックの実情を知った私

たちは自分たちのできることを考え始めました。 
４.考察  

私たちがビーチクリーンによって集めることができるプラスティックゴミは、世界の排出量

からするとほんのわずかですが、再び海への流出を防ぐことで、本当に微量ながらも温室効果ガ

スの排 出だけでなく海洋生物を守ることに繋がればと思っています。 
今後の活動としては、「継続」していくことが大切と思っています。 
私たちの生活の中、社会の中で海のゴミを減らすために何ができるのかを考え、行動を起こし

ながらも今ある海のゴミを拾う必要があると考えています。少しでも流出を抑えることで海の

環境の何かが良い方向へ変わることを願っています。 
夢は学校、地域、行政と連携して海の生き物を守ることのできる海のきれいなまちにしていく

ことです。
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佳作 
生物 

読谷村立読谷小学校 

比嘉 千寿 

舌のけんきゅう 
 
１.目的 

食事をしているとき、よく舌をかんで痛い思いをすることがある。舌で味を感じることは、知

っているが、もう少し、小さくて他の形なら、かまないのになと興味をもった。 
また、パインを食べた後、アイスを食べたら、いつもと違う味がしたのでびっくりした。舌は、

どうやって味を感じているのか調べてみたい。 
２.方法 

「舌の表面には、つぶつぶしたものがあるが、この「つぶ」が味を感じるアンテナになってい

ると思った。「あま味」感じるつぶ、苦味を感じるつぶがあるのではないだろうか。」また、「味

を感じるのは、舌だけでなく、鼻も関係しているのではないだろうか。」という２つの仮説を立

てて実験をした。 
① 味の感じ方実験 

   ・味レベルを設定し、いくつかの食べ物で、鼻をつまんだ場合とつままない場合とで味の感じ

方を調べる。 
  ・食べ物を舌の上にのせただけのとき、上あごですりつぶしたときを比較する。 
  ・「味かく地図」をもとに、あまい味・にがい味を感じるつぶを探す。 
② 本やインターネットで調べる 

３.結果  
・舌の表面のつぶ「ミライ」で味を感じとっている。 
・あま味やにが味を感じるつぶなどは、なかった。 
・味を感じるには、鼻も関係していた。 

４.考察 
鼻をつまんで舌の上に食べ物をのせるだけだと、味がほとんどしなかった。 
また、上あごですりつぶすと味をしっかり感じとれることが分かった。上あごですりつぶすと

唾液がたくさん出てくる。つまり、味を感じるには、鼻（嗅覚）も関係し、唾液と混ざることが

大事だということがわかった。 
「味かく地図」をもとにして「酸味を感じる場所」といわれていた舌の奥でラッキョウをすりつ

ぶしても、舌の先ですりつぶしても酸味の感じ方に違いは、なかった。でも、どの味を調べても

舌の先の方が味を強く感じるように思った。 
「味かくの地図はまちがいではない？」という資料によると、予想していた「あま味を感じるつ

ぶ」、「にが味を感じるつぶ」などは、ないそうだ。 
 １つのミライは、基本５味すべてを感じとることができる。しかし、もともと苦みを感じられ

るだろうと思われていた場所は、苦みの信号を速く脳に伝えることができるそうだ。つまり、舌

の場所 によって、味を脳に伝える速度が違うということだ。 
この研究を通して、舌がどうやって味を感じているのかがよく分かった。舌だけではなく、鼻

も関係していたので、もしかしたら目も関係があるかもしれない。見た目で「おいしそう」と感

じ、唾液が出てくることもあるからだ。  
次は、目（視覚）と味の関係も調べてみたい。
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佳作 
生物 

那覇市立天久小学校 

上里 梨碧夏 

沖縄の海の水質検査とプランクトン 
１. 目的  

生まれ育った宮古島から、お父さんの転勤でおととし引っ越してきました。宮古島ではいつも

海が身近にあり、ひぃおばあちゃんの住む来間島から見える、東洋一の前浜はお気に入りの海で

す。引っ越してから、本島の車の多さと、海がにごっていることが不思議に思ったのが、研究の

きっかけです。都会の海は、なぜにごっているのか？車の多さと、海がにごっていることは関係

があるのだろうか？本島にも、宮古島のような海はあるのだろうか。本島 16 か所のビーチを調
査しました。 

２．方法  
1.なるべく晴れた日の波打ち際で透明チャックつきビニールパックに海水を 800ml取る。 
2.塩分濃度計で塩分濃度を測り水質検査薬を使って水質を検査する。 
3.コーヒーフィルターで海水をろ過し最後にたまった 1mlを集め、0.1mlずつ 10回に分けてプ
レパラートに取り倍率 100 倍の顕微鏡でプランクトンを観察する。プランクトン図鑑で名前
も調べる。 

4.車から出る二酸化炭素排出量を距離から計算し電気自動車の利用によりどの位削減ができる
か記録した。 

３.結果  
北部今帰仁村古宇利島北側のハートロックビーチの海水は最も透き通っており、目立つプラ

ンクトンも見つからなかった。しかし同じ古宇利島の南側の古宇利ビーチや国頭村奥間の境地

ビーチにも海草や藻、動物プランクトンが見つかり、海水も少しにごっていた。南部のビーチは

全体的ににごっていた。予想に反して、中部の読谷村残波ビーチはハートロックビーチの次に透

き通っていた。塩分濃度…古宇利ビーチが一番低く 22ppt。亜硝酸塩…古宇利ビーチ、伊計ビー
チの数値が正常値よりも 0.3mg高かった。 pH値…北部のアダバマビーチ、ハートロックビー
チ、古宇利ビーチは海水の基準値となるｐH8以下で、中性に近い数値だった。総硬度、塩素…
正常範囲内の数値だった。Co2削減量：京都議定書による 1人 1日 1ｋｇの Co2削減目標に対
し、家族 6人で 6ｋｇの削減目標は片道でも 11ビーチは達成できた。プランクトン：一番透き
通っていたハートロックビーチでは見つからなかった。 

４.考察  
海水の透明度は人口の影響があると考えられるが、他にも原因がありそうだ。 
塩分濃度…本島西側のビーチが低く、東側のビーチが高い傾向にあった。 
亜硝酸塩値…海水浴客が多かったことは関係があるのだろうか？ 
pH値…北部の海の pHが低かったのは山や川の影響かもしれない。 
プランクトン：動物プランクトンの多い海水では海藻のようなものが多くあることが共通して

いた。プランクトン図鑑に載っていない種類も多く、水質による種類の違いを見つけるのは難し

かった。過去一週間の天気、潮汐などの条件が違うため、正確な水質やプランクトン量を調べる

には同じ条件で何度も検査することが必要だと思った。山や川の影響や海藻についても、水質や

プランクトンへの影響が大きいと考えられるので、川の水についても調べてみたい。
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佳作 
地学 

名護市立名護小学校 

北城 和    北城 杏 

名護の気候 3 
１.目的  

雲の形，変化や動きが天気とどのような関係にあるのか気を付けながら観察することと，沖縄

気象台発表の天気データと私たちの天気データから私たちの近所だけの特徴があるのかを調べ

る。また，雲の動きから「天気の予想」を行う。 
２.方法  

自宅屋上（高度１１ｍ）にタイムラプスカメラとデータロガーを設置し，毎日８時，１２時，

１６時に西の空を記録。毎日１７時過ぎに西の空を観察してスケッチし，気象観測所発表の数値

（気圧，風向風速，降水量）も記録。それらの情報をもとに天気の予想を行う。 
３.結果  

①夕方西の空が雲に覆われていても，次の日の天気が必ず悪くなるというわけではなかった。

②雲の種類だけで，雨が降るか，降らないかが決まるわけではない。③自分たちのいる真上で積

乱雲はできないが，流れてくるところはみることができる。④天気の予想は難しかった。特に，

朝の天気と雨の予想が難しかった。私たちの家は，南西側の名護湾からの積乱雲と，東の名護岳

から流れてくる雲がちょうど私たちの家の上空でぶつかり，北西の屋部・旭川地区に広がること

が多かった。また，西側には嘉津宇岳などもあるので，積乱雲がよくできたり，流れたりするこ

とがわかった。私たちの家の屋上は地上１１ｍと高いところにあるので観測所の数値より低く

なると思っていたが，平均気温で１．７℃，平均湿度で６．７％と観測所より私たちの家の数値

が全て高かった。 
４.考察   

雲の発達をさらに詳しく調べるには，高度や気温，湿度，風の強さ，風の向きなどにもっと目

を向けなければならないことがわかった。 
積乱雲は３０分から１時間くらいで消滅したり，乱層雲などほかの雲に変わったりするので，

１時間先の雨の予想には役立つが，翌日では時間がありすぎて天気の予想はしづらいことがわ

かった。 
この時期の私たちの家あたりの天気には「起きたら道路がぬれていて，朝はくもり，昼に晴れ

て夕方に雲が広がったり雨が降ったりしながら夜を迎え，夜間に雨が降る」という天気パターン

があるようだということがわかった。 
朝，雨が少し降っていても，学校に着くころには晴れて体育の授業が外でできる。帰る頃に急

な雨が降ることはあっても３０分くらいまてば雨があがるので，傘を忘れてもぬれずに帰るこ

とがけっこうあるし，多くの中高生が傘を持たず，ぬれながら歩いているのはきっと「そのうち

晴れる」ことを知っているのだと思う。うちではそれを「名護の傘いらず」と名付けた。これは

保護者にとっては子どもの送り迎えの時間のタイミングや洗濯物の干し方と取り込む時間など，

名護での毎日の生活に役立つと思う。 
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佳作 
地学 

私立沖縄カトリック小学校 

神谷 哲誠 

てんきのかんさつ 
 
１.目的  

晴れの予報だったのに、雨が降り出したことがあったので、天気予報がどのくらい当たるのか

を知りたいと思い、天気予報と実際の天気を比べる観察をした。毎日の観察に使う百葉箱や風向

計について、その特徴やしくみを学びたいと思い手作りした。 
また、見るたびに形や様子が変わる雲にとても興味を持ったので、その種類を調べて観察した。 

２.方法  
①7月 31日から 8月 25日までの期間、毎日 6時と 18時に同じ場所から空の様子を観察し、空
全体の雲量を見て天気を判断する。新聞の予報と比べ、○か×で記録する。 
②雲の様子を観察し、種類を調べて、写真を撮る。気温、湿度、風向、気づいたことを記録する。 

３.結果  
①ぼくが住んでいる地域では、天気予報が当たった割合は、6 時 52％、18 時 57％、全体では

54％だった。 
②雲の観察では、10種雲形のうち 9種を見つけることができた。また、動物の形に見えるおも
しろい雲を見つけた。 

４.考察  
ぼくが住んでいる地域では、天気予報が当たった割合は 54％で、予想より低かった。ぼくが

雲を観察したときも、見ている間に様子がどんどん変化していったことから、天気は変わりやす

く、予測することはとても難しいのだろうと考えた。 
   雲の観察では、本で学んだように、雲のできる高さのちがいを確認できた。10種雲形のうち、
層雲（きり雲）は観察できなかった。層雲は山などで気温が下がった朝に見られる雲であるので

今回は観察できなかったのだと思う。 
   雲を観察する中で、積雲（わた雲）が一列に並んでいるように見えることがあった。その様子

がとても可愛くてぼくは大好きである。しかし、ヒートアイランド現象や車の排気ガスが原因で

できる東京の「かんぱち雲」のことを本で知って、ぼくが見ているわた雲パレードも、もしかす

ると大気汚染によるものなのかと心配になった。 
今後は、それぞれの雲の特徴を学んだので、自分でも天気を予測してみたい。県内でも「かん

ぱち雲」のような環境汚染による雲ができることがあるのかを調べたい。
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佳作 
物理 

沖縄県立開邦中学校 

宮城 昌宗 

雨の中は走るべきか歩くべきか 

１.目的  
僕は雨に降られながら走って下校したことがあった。走った方が雨に降られる時間が短くなり、

濡れる量が少なくなると考えたからだ。インターネットで調べてみて、やはり走った方が濡れない

という結論を多く見かけたが、シミュレーションで調べていて、現実で検証していないため腑に落

ちなかった。そこで、自分で仮説を立て、研究してみようと思った。 
２.方法  

坂道(木製板)の 4つの地点(A,B,C,D)から台車を進ませ、人工雨を降らせた水平面を滑走させた。

デジタルスケールでスポンジの重さを測り、滑走させる前よりどのくらい重くなったか調べた。ス

ポンジの濡れた量とそれぞれの速さに規則性があるのか調べた。 
滑走している時の加速度を算出した。坂道の終点での速さと、乾いた路面を進んでいる時の速さ

と、湿った路面を進んでいる時の速さを比べた。 
３.結果  

走ると体の前方が濡れるが、雨に降られる時間が短くなるため、走る方が雨に濡れないと予想し

ていた。 
速さが一番遅いスポンジの濡れた量の平均は最も多く、一番速いスポンジは最も少なかった。そ

れぞれのスポンジが濡れた量のばらつきは大きかった。スポンジの濡れた量と速さには負の相関

があった。 
坂道終点に達した時の速さは、乾いた路面や湿った路面を進んでいる時の速さより速かった。乾

いた路面を進んでいる時の速さと、湿った路面を進んでいる時の速さはあまり変わっていないこ

ともわかった。 
４.考察  

スポンジの濡れた量と速さには負の相関があったことから、速さが速い方（走る方）が雨に濡れ

ないという結論に至った。 
  水平面を進んでいる時は坂道終点よりも速度が落ちていて、等速直線運動をしていないことが

わかった。また、A,B,C,D の加速度は誤差が少なかったので、同じ坂道であれば坂道のどこから出

発させても、台車の加速度はほぼ等しいとわかった。もし、坂道の終点を進んでいる時の速さを、

路面を進んでいる時まで維持できたとしても 106.6m/分程度にしかならず、今回の方法では、走る

速さ(150m/分)を再現することができないとわかった。 
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佳作 
物理 

糸満市立高嶺中学校 

仲嶺 耀亮 

ボールを遠くに投げるには 

１.目的   
毎年体育の授業で行われる体力テストで実施する「ソフトボール・ハンドボール投げ」という種

目で、どの角度でボールを投げたら一番飛ぶのか疑問に思い、初速度やボールの質量、投げる角度、

また投げる人の身長などの関係性について自作装置を作り、実際に実験を行い結果から科学的に

考察を行った。 
２.方法  

①投射する物体の質量と発射速度と発射する角度を変化させ、一番飛距離が出る条件を調べた。 
②実際に体力テストの際には投げる人の身長を考慮する必要があり、①で調べた「質量と速度と角

度」の関係に、発射する「高さ」を加えた場合でも①と同じ結果になるか調べることにした。 
①と②より飛距離が出る方法を考察する。 

３.結果  
①の条件下で実験を行うと、「投射する物体の質量、発射速度、発射する角度」で飛距離と関係し

ているのが角度であり、「４５°」の角度で投射すると一番飛距離が出る結果となった。 
②のように実際に体力テストでは人が投げるので、「高さ」を「１０㎝」と「２０㎝」と設け実験

を行い角度と飛距離を記録し考察すると、高くなると角度が低くなっていくことが分かった。し

かしこの考えだと角度が「マイナス」になってしまうことになり。どこかに極限値があるのか考

え、高さを「５０㎝」と「１００㎝」でも実験を行い結果から考察をしてみた。また、その考察

から実際にボールを投げてみて、結果通りになるか試してみると、一番の飛距離は「３０°」だ

と分かった。 
４.考察   

今回は毎年行われている体力テストから題材を決定し、実際に実験装置を作り、変化させる条件

と変化させない条件のもと実験を行い、「ボールの質量」、「発射速度」、「発射角度」また、「高さ」

と一つの条件を変えるときは他の条件を固定し、どの条件下でも飛距離が出るのは何かを実験を

通して考えてみた。すると、高さがない条件下では「４５°」と結果が出たが、高さが変わると一

つの結果にうまく収束しなかった。 
 実際に人の身長の高さを例にして考えていくと、発射角度は「２５°～３０°」程度で投げるの

が一番飛ぶことが考えられるが、高さをもっと高くしていくと、角度が低くなっていくと考えられ

る。今後はボールの軌跡も追いながら放物線の軌道でより遠くまで投げる方法を考えていきたい。 
 実際に投げて飛距離が考察通りになるか実験をしてみたが、投げていくにつれて疲れが出るの

で、投射する方法も考えて実験を行っていきたい。 
  今回の研究は身のまわりの事柄を題材にしテーマを決めた。身のまわりの現象と理科の関りを

深く感じ、考えることのできるテーマであった。
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佳作 
化学 

浦添市立神森中学校 

金城 萌菜 

虫歯じゃないのになぜ溶ける？一番溶かす液体はどれ！？ 
１.目的  

私には 5 歳の妹がいる。最近、歯を磨かずに寝てしまったり、お菓子をダラダラと食べたり、甘

いジュースをたくさん飲んだりしている。私は今までに抜けた自分の歯で実験を行い、歯への影響

をわかりやすく比較した。その実験結果をみて、自分の歯を大切にしてほしいという思いから、こ

の実験に取り組んだ。 
２.方法  

まず、歯を様々な角度から写真を撮影する。アルミニウム容器に歯と、歯がつかる程度の液体を

入れ、一日半つける。その後、実験前と同じ角度から写真を撮影し、実験前の様子と比較する。 
使用した液体は①ピルクル②レモン酢③レモンサワー④ミチョ(ざくろ味)⑤ウコンの力⑥カル

ピス⑦コーラ⑧リポビタン D⑨オレンジジュース(果汁 100%)⑩スポーツドリンクの 10 種類であ

る。 
３.結果  

それぞれの液体に歯をつけた後の様子は以下のようになった。 
①ピルクル…歯の周辺が白く変化している。形に変化はなし。 
②レモン酢…色はつかず、歯が少し溶けていた。アルミ容器も溶けていた。 
③レモンサワー…歯の周辺が白く変化している。形に変化はなし。 
④ミチョ…歯の隙間が黒く変色しており、すり減るように溶けている。 
⑤ウコンの力…歯が黄色に着色されており、わずかに溶けている。 
⑥カルピス…歯の色、形どちらも変化はなし。 
⑦コーラ…歯が茶色に着色されており、欠けている部分が深くなっている。 
⑧リポビタン D…歯が黄色に着色されており、歯のくぼみが深くなっている。 
⑨オレンジジュース(果汁 100%)…オレンジ色に着色されたが形に変化なし。 
⑩スポーツドリンク…歯の色、形どちらも変化はなし。 

４.考察  
①ピルクル③レモンサワーで歯が白く変化していたのは、歯が溶けたことによるものであった。

乳酸菌が含まれている①ピルクル⑥カルピスはあまり溶けなかったが、炭酸が含まれている⑦コ

ーラ③レモンサワーは少し溶けていた。また、クエン酸などが含まれている②レモン酢④ミチョは

よく溶けていた。このことから、酸性のものを食べることで口の中の pH が変化し、歯が溶け出し

てしまうと考えられる。また、何も食べていないときは、歯が溶け出さないため、中性であると考

えられる。炭酸やジュースなどを飲むときは、その後にお茶や水を飲んだ方がいいと言われたこと

があるが、それは炭酸やジュースを飲んだあと、口の中に残った酸性の液体を洗い流すためだと考

えられる。この実験では一日半、液体に歯をつけた。このことから、だらだらとジュースを飲んだ

り、食後に歯を磨かなかったりしたら、今回のように虫歯、酸蝕歯になってしまうと考えられる。 
また、レモン酢を入れたアルミニウムのカップには小さな穴が開いていた。このことから、レモ

ン酢は強い酸性の液体であると考えられる。
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佳作 
化学 

那覇市立安岡中学校 

美差 幸空 

アイスココアのダマと沈殿を無くす方法を探る 

１.目的  
晴れの予報だったのに、雨が降り出したことがあったので、天気予報がどのくらい当たるのかを知

りたいと思い、天気予報と実際の天気を比べる観察をした。毎日の観察に使う百葉箱や風向計につ

いて、その特徴やしくみを学びたいと思い手作りした。 
また、見るたびに形や様子が変わる雲にとても興味を持ったので、その種類を調べて観察した。 

２.方法  
①7 月 31 日から 8 月 25 日までの期間、毎日 6 時と 18 時に同じ場所から空の様子を観察し、空全

体の雲量を見て天気を判断する。新聞の予報と比べ、○か×で記録する。 
②雲の様子を観察し、種類を調べて、写真を撮る。気温、湿度、風向、気づいたことを記録する。 

３.結果 
①ぼくが住んでいる地域では、天気予報が当たった割合は、6 時 52％、18 時 57％、全体では 54％
だった。 

②雲の観察では、10 種雲形のうち 9 種を見つけることができた。また、動物の形に見えるおもし

ろい雲を見つけた。 
４.考察  

ぼくが住んでいる地域では、天気予報が当たった割合は 54％で、予想より低かった。ぼくが雲を

観察したときも、見ている間に様子がどんどん変化していったことから、天気は変わりやすく、予

測することはとても難しいのだろうと考えた。 
 雲の観察では、本で学んだように、雲のできる高さのちがいを確認できた。10 種雲形のうち、層

雲（きり雲）は観察できなかった。層雲は山などで気温が下がった朝に見られる雲であるので今回

は観察できなかったのだと思う。 
 雲を観察する中で、積雲（わた雲）が一列に並んでいるように見えることがあった。その様子がと

ても可愛くてぼくは大好きである。しかし、ヒートアイランド現象や車の排気ガスが原因でできる

東京の「かんぱち雲」のことを本で知って、ぼくが見ているわた雲パレードも、もしかすると大気

汚染によるものなのかと心配になった。 
今後は、それぞれの雲の特徴を学んだので、自分でも天気を予測してみたい。県内でも「かんぱち

雲」のような環境汚染による雲ができることがあるのかを調べたい。
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佳作 
化学 

那覇市立那覇中学校 

下地 希和 

合成洗剤が植物に与える影響 

 
１.目的  

プラスチックのごみの削減についての対策は広まっているが、家庭から出る排水が海の生物へ

の影響についてはあまり気にする人は少ないと思い、調べてみようと考えた。 
２.方法  

① 重曹クリーナー、食器用合成洗剤、水道水、うがい薬の水溶液、ミネラルウォーター（アルカ

リ電解水）、歯磨き粉の水溶液のそれぞれをコットンに湿らせる。 
② ①にかいわれ大根の種をまく。 
③ 毎日、霧吹きで５回ずつ、水道水をかけて、条件を同じにして、②の種の成長の様子を７日間 

観察する。④ ①～③の手順を再度行い、結果が正確なのかを確かめる。 
３.結果  

① 水道水、うがい薬、歯磨き粉、ミネラルウォーターのように、普段、口にしている物では、発 

芽した。 
② 食器用洗剤のように、口にしてはいけないものは発芽しなかった。 
③ アルカリ電解水は、水やミネラルウォーターなどよりも成長しなかった。 
④ 重曹クリーナーとアルカリ電解水では、種が黒くなった。 

４.考察  
① 水、ミネラルウォーター、歯磨き粉、うがい薬で発芽したことから、植物は人が口に入れるこ

とができるものを与えると発芽するということがわかる。 
② 食器用洗剤では全く成長しなかったことから、洗剤には、植物を発芽させない成分が含まれて

いるということがわかる。 
③ アルカリ電解水では、水やミネラルウォーターなどよりも成長しなかったことから、生活排水

には植物を成長しにくくする成分が含まれているということがわかる。 
④ 重曹クリーナーとアルカリ電解水で、種が黒くなったことから、生活排水は植物に影響を与え

ているということがわかる。
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佳作 
化学 

浦添市立浦添中学校 

平良 帆乃美 

ストレスバスタースライムの秘密 

１.目的  
スライムは何の成分で構成されているのか調べる。 
その成分によって何が違うのか？また、良いスライムとは何か？そして私を含め人はスライム

の何に癒やされているのか？という様々な疑問を調べる。 
２.方法  

1.スライムを実際に作る。 
2.スライムの評価をする。 
3.スライムの伸びた長さを測る。 
4.身の回りの人たちに『一番良いスライム』を使用して頂きストレスは逃げていったか検証する。 

３.結果  
私の中での『一番良いスライム』の定義として、触っているだけでリラックスできるスライムが

『一番良いスライム』である。今回いくつかの構成成分の違うスライムを作り、データを基に現時

点での『一番良いスライム』を定義付けることができた。がしかし、『一番良いスライム』が全員

のストレスをバスターすることはできなかった。 
スライムを触った感想が人それぞれであることは発見であった。 
そして私自身何故スライムに魅了され癒やされるのか？という疑問も解けた。スライムは泥や

水に感触や音が似ている。つまり子供の時に遊んだ記憶が思い出され、懐かしく、楽しい気持ちに

なるからだと思われる。 
４.考察  

スライムはポリビニルアルコール PVA[CH2CHCOH]n と四ホウ酸ナトリウム+水和物

Na2B4O7・10H2O の成分でできていると考えられる。 
成分によってスライムの手触りや伸びる長さが変わると考えられる。例えば、洗濯のり(PVA)、

水、ホウ砂水にハンドソープを入れるとふわふわした感触になる。(ハンドソープを入れるとあま

り伸びなくなる)また、良いスライムの定義とはまさにひとそれぞれであるが、私は触った時にス

トレスが逃げていくスライムが良いスライムだと考える。つまり触っているだけでリラックスで

きる。スライムの感触や音に私は癒やされていると考えられる。スライムは学校、仕事などで溜ま

ったストレスの発散や、リラックスさせる効果がある。最近ではスライムの音を活用した動画

ASMR が増えてきている。ゆくりしながらヘッドホンをしてからの視聴をおすすめする。スライ

ムを活用することでこのコロナ禍を楽しく快適に過ごす助けになると予測できる。今回の自由研

究を通してスライムの構成成分や研究方法を工夫したりすることができた。しかし、スライムには

まだまだわからないこともたくさんある。これからも私はスライムの秘密を暴いていきたい。
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佳作 
化学 

本部町立上本部中学校 

寒川井 玲亜    寒川井 紅華 

紙と水の結びつき ～いろいろな方法でやってみた～ 
１.目的  

リュックに入れていた水筒の水が漏れていて教科書がよれよれになってしまったことがあり、

どうしてそうなるのか不思議に思った。 
・大事な紙や教科書などの本をぬらしてしまった時に、紙をまっすぐにする方法を見つけたい。 
・どうしてうねうねになるのか知りたい。 

２.方法   
①メモ紙、②新聞紙、③画用紙、④おり紙の４種類の紙を Ａ.自然乾燥、  Ｂ.アイロン、Ｃ.冷

凍庫、Ｄ.ドライヤーの４つの方法で計１６パターン実験する。それぞれの紙を水で濡らし、乾か

したものについて「見た目」や「手触り」などを比較する。水を炭酸水に変えて同様に実験する。 
３.結果   

どの方法でも、シワを完全に取りきることはできなかったが、４つの方法の中では冷凍庫がきれ

いになった。 
１番シワが残ったのは、ドライヤーだった。 
４種類の紙の中では１番おり紙にシワが残った。 
他の紙はほとんど変わらなかった。 
炭酸水は水に比べて全体的にシワが少なかった。 

４.考察   
紙が水にぬれた後シワができるのは、紙をつくっているセルロースどうしの結びつきがくずれ

て、分子のバランスがとれなくなり、その後乾燥させても分子どうしの結合が元にもどらないため

だということがわかった。 
  炭酸水でシワが少なかったのは、二酸化炭素の気泡によって、紙に水が入りにくくなっていたた

めだと考えた。 
冷凍庫でシワが少なかったのは、冷凍することによって繊維が縮む前に氷の状態から水分が蒸

発するためであることがわかった。 
シワの多かったドライヤーに注目すると一気に水分がぬけて、紙をつくっている物質(セルロー

ス)の間に隙間ができてしまうせいだと考えた。 
セルロースの融点は７６～７８℃でドライヤーの温度は１００～１２０℃にもなる。ドライヤ

ーの温風のあたった部分とあまりあたらなかった部分で乾きにムラがでてしまったのではないか

と考えられた。 
アイロンの時もシワが多かったことから熱が関係していると考えた。 
このようなことから、アイロンやドライヤーなど熱を使って乾かすのはシワをつくってしまう

原因になることがわかった。もし紙がぬれた時は、自然乾燥や冷凍庫などを使って乾かす方が良い

と考える。 
今回実験したのは同じ紙だったのに、１つだけ手ざわりが変わっていた原因が分からなかった。

次は、この変化が何によるものだったのかも研究したい。また、冷凍庫での乾燥よりもきれいに乾

かす方法を見つけたい。
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佳作 
化学 

沖縄県立球陽中学校 

田場 梨央奈 

硝酸アンモニウムを利用した冷える布の開発とその冷却効果 

 
１.目的  

コロナ禍でマスク着用が日常になりましが、夏場は特に蒸れて息苦しいこともあります。そこで

硝酸アンモニウムと水が混ざると冷たくなる冷却効果を利用した冷える布の開発とその冷却効果

につて調べ、冷えるマスクの実用化をめざしています。 
 
２.方法  

NH₄NO₃と布を組み合わせ、硝酸アンモニウムを含む布を作成し冷却効果を確かめる。 
① 実験方法案を考える 
② 素材の評価について 
③ 冷却効果の比較 
 

３.結果  
50%NH₄NO₃を麻布に染みこませ、ドライヤーの冷風で乾かした場合は、NH₄NO₃を含む布と

含まない布での冷却効果にはほとんど違いはなかった。 
次に、微量の NH₄NO₃を粉末状態と布に染みこませた状態では、粉末状態で 10℃近くまで下が

ったが、温度の戻りが布に染みこませた状態の方が冷たい状態を保持していた。 
 

４.考察  
水の状態による気化のしやすさが、布の冷却に大きく影響することが分かった。また、布を使う

ことで、冷却効果が保持されることが分かった。 
今回は NH₄NO₃の量が少なく、顕著な効果を観察するには至らなかったので布に含まれる量や

含ませ方を検討し、再度、冷却効果を測定したい。 
次年度は、実際に加工し、性能評価も行ってみたい。 

－ 288 －



 
 

佳作 
生物 

宮古島市立久松中学校 

神里 海音 

セイロンベンケイソウの謎に迫る！ 
１.目的  

私の家の庭には、セイロンベンケイソウが雑草のように増えていっています。足元を見ると、

落ちていたセイロンベンケイソウの葉から、芽や根が出ているところを見て、どのような条件で

芽や根が出るのか知りたいと思い、この実験をすることにしました。 
２.方法  

（実験１） 
植物体から摘み取った葉を、しゃ光する（水あり、なし）、太陽光を当てる（水あり、なし）、

扇風機の風を当てる（水なし）をそれぞれ表、裏（大きい葉、小さい葉、切りとった葉）に分け、

葉の様子を観察しました。 
（実験２） 

土に根づいた状態のまま、葉を保湿し、葉の様子を観察しました。 
３.結果  

（実験 1） 
1、しゃ光したもの、太陽光を当てたもの関係なく約 1 週間で芽や根が出ました。また、根が 1

〜3 本出たのちに芽が出ました。 
2、水ありのほうが根だけでなく、芽が出やすい傾向がありました。 
3、多くの葉は、葉の周りのくぼんでいる部分から芽や根が出ました。 
4、葉を裏向きで置くのと、表向きで置くのでは、あまり変わりはありませんでした。 
5、小さい葉は、すべて芽や根が出ませんでした。 
6、切り取ったものは、約一週間でほぼすべて芽や根が出ました。 

（実験２） 
8 月 24 日〜8 月 31 日（火）まで観察したものの、芽や根は出ませんでした。 

４.考察  
（実験 1 から考えられること） 

   セイロンベンケイソウの大きい葉は、切り取るなどをしても芽や根が出たことから、大きい葉

は、子孫を容易に増やすことができるようになっていると考えました。また、小さい葉はすべて

芽や根が出なかったことから、芽や根が出る働きが出来上がっていない可能性があると予想し

ました。 
（実験 2 から考えられること） 

   キッチンペーパーとラップで保湿した条件では芽や根は出ませんでした。しかし、地面に根づ

いている植物体を観察すると、乾燥気味の葉から、芽や根が出ているものもありました。このこ

とから、土に根づいた状態でも、葉が乾燥すると芽や根が出るのではないかと予測しました.ど
のようにして芽や根が出ているのか気になったので、インターネットで調べました。それによる

と、以下のように書かれていました。セイロンベンケイソウは、栄養生殖というふえ方をしてい

て、体の一部に栄養を蓄えて、その養分を使って芽や根を作っています。また、植物ホルモンの

移動がさまたげられ、葉のふちのくぼみの部分の細胞などの遺伝子が働くようにうながされ、そ

の細胞などが分化し、芽が出ます。また、そのように出る芽のことを、不定芽といいます。 
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佳作 
生物 

浦添市立仲西中学校 

前原 そら 

食虫植物 ハエトリグサ 
１.目的   

家族で買い物をしているときに食虫植物が売っており、テレビなどで見たことはあったけど実

際に触ったりしたことがなかったので、とても興味を持ちました。その中で、「ハエトリグサ」は

動く植物と言うことで、どんな条件で動くのか、どのような体のつくりをしているのかなどが気に

なり、研究することを決めました。 
２.方法   

ハエトリグサの性質を知ることを目的にして、次の４つに分けて実験をしました。 
実験１「切っても閉じる？」 

     はさみで茎や２枚の葉身の間、感覚毛を切ってもハエトリグサは閉じるのか調べる。 
実験２「閉じさせる方法は？」 

炭酸や熱湯などをハエトリグサにかけて、そのような感覚にも反応するのかを、大きいハ

エトリグサと小さいハエトリグサに分けて調べる。 
実験３「どのぐらいで開く？」 

    一度閉じた葉はどのぐらいで開くのか、何も入っていない状態とえさが入っている状態で

分けて調べる。 
実験４「昼と夜で変わる？」 

    昼と夜でハエトリグサのようすやしまり方などは変わるのか、動画を撮って調べる。 
３.結果  

実験１…茎を切って本体と分かれていても 15 分間は感覚毛に触れると閉じた。葉を半分に切ると、

感覚毛や葉身に触れても変化しなかった。 
実験２…大きいハエトリグサは辛みと熱い感覚に反応し、小さいハエトリグサは辛みと熱い感覚

の他に、炭酸と冷たい感覚にも反応した。 
実験３…何も入っていない状態だと１～２日ほどで開き、えさが入っている状態だとえさの大き

さによって変わり、開くまで１週間以上かかるときもある。 
実験４…昼と夜で大きい変化はなかったが、昼の方が少しいきいきしているように見えた。 

４.考察   
葉がつながっていれば、本体から切っても 15 分間は感覚毛に触れると閉じて、感覚毛がなくて

も２枚の葉身の間に２回触れると閉じた。 
  大きいハエトリグサと小さいハエトリグサの感覚の違いから、小さいハエトリグサの方がちょ

っとした刺激にもすぐ反応することが考えられる。 
  えさが入っていない状態では早く開くが、えさが入っている状態ではえさの大きさなどによっ

て変わる。 
  昼と夜では、大きい変化は見られなかった。 
  今後は、顕微鏡などを使って葉のつくりを観察したりして、いろいろなハエトリグサがどのよう

に葉を閉じているのかなども、くわしく調べてみたい。
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佳作 
生物 

沖縄県立開邦中学校 

大城 蒼 

河川の上流、中下流に生息するエビ類の形態の違い  

～エビの川のぼり～ 
１.目的  

種類によって河川の上流まで上るエビ類と下流にとどまるエビ類がいる。なぜ河川を上るエビ

と上らないエビがいるのか疑問に思ったため、今回は、河川を上るエビ類の種類による形態の違い

を調べようと思う。私は、小学 4 年生の時、このことについて明らかにするために第 3 胸脚と水

の抵抗をうけやすい額角の長さについて調べた。しかし、その研究では第 3 胸脚の結果がはっきり

出なかった。そのため、今回は河川を上るのに使う胸脚についてもっと詳しく調べ、種類による形

態の違いを明らかにしたい。 
２.方法  

文献調査では沖縄島の河川に生息するヌマエビ科・テナガエビ科を選定し、上流までのぼる種、

主に中下流に生息する種を区分した。現地調査では沖縄本島国頭村の与那川と名護市の西屋部川

に行き、エビを採取して対象とする種を選定した。仮説 1(第 3 胸脚が太いほうが河川を上りやす

い)、仮説２(第 3 胸脚指節が太いほうが河川を上りやすい)、仮説３(指節の形状が河川を上るのに

特化している)を検証するために、文献や資料、現地のサンプルを用いて、実態顕微鏡、 顕微鏡モ

ード付カメラを使用して計測やスケッチを行った。 
３.結果   

文献調査では、ヌマエビ科は上流までのぼる種が５種、中下流に生息する種が７種、テナガエビ

科は上流までのぼる種が３種、中下流に生息する種が 11 種あげられた。現地調査では沖縄本島の

与那川で７種、西屋部川で５種のエビ類を確認できた。仮説を検証した結果、仮説１では文献同様

ヌマエビ科は上流までのぼる種ほど第 3 胸脚が太いと考えられ、テナガエビ科は第 3 胸脚の太さ

に差がみられなかった。仮説２ではヌマエビ科、テナガエビ科の両方とも上流までのぼる種ほど第

3 胸脚指節の太さが太いということがわかった。仮説３ではヌマエビ科は第 3 胸脚指節の形状に大

きな差はみられなかったが、テナガエビ科は第 3 胸脚指節の形状に大きな差はみられなかった。 
４.考察  

仮説 3 の検証の結果、上流までのぼる種と中下流に生息する種では第 3 胸脚指節の形状に大き

な差はみられなかった。そこで、「流れの速い場所」と「流れの緩やかな場所」に分けて考えてみ

た。第 3 胸脚指節を比較した結果、テナガエビ科は、上流と中下流の生息場所の違いではなく、普

段生活している場所の流れの速さによって形状に違いがあることが推測された。 
今回の研究で使用した資料の中に、額角の長さなどによって瀬と淵どちらかにすんでいるかを

見分けることができるものがあった。今後は額角の長さ、そり具合、トゲの本数、太さなど、生息

場所による形態の違いをさらに詳しく調べてみたい。その他にも、エサの違いや水温の違いなど、

形態以外にも上流や下流、瀬と淵などですみ分ける理由があるのではないかと思われるため、形態

以外の生息環境との関連性も調べてみたい。
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佳作 
生物 

名護市立屋我地中学校 

山内 海愛 

イソギンチャクはどれくらいの温度まで耐えられるのか？ 

～イソギンチャクも高温で白化しちゃうのか？～ 
 
１.目的   

まず、研究のためにイソギンチャクを白化させようと考え、40℃以上で飼育したが白化しなかっ

た。なぜ高温条件下でも白化しなかったのかということに不思議を感じ、また、高温条件下でもイ

ソギンチャクがしばらく生きていたことに驚き、イソギンチャクはどれくらいの温度まで生きて

いられるのかを調べることにした。 
２.方法  

実験１ 高温条件下（45℃と 40℃）におけるイソギンチャクの飼育実験 
実験２ 高温条件下（40℃）におけるイソギンチャクの飼育実験 

（エアーポンプ使用） 
実験３ 低温条件下（16 度前後）におけるイソギンチャクの飼育実験 
実験４ 白くなったイソギンチャクの飼育観察 

３.結果  
実験１ 45℃：5 匹全部が死んだ。 40℃：9 固体のうち、5 固体は生き続けた。一時白くなる固

体も現れた。 
実験２ 5 匹全部死んだ。 
実験３ 9 固体のうち 3 固体が死んだ。白化した固体が現れたが一日で戻っ。 
実験４ 白い状態を維持。4 か月の飼育観察中にイソギンチャクが分裂した固体があった。白い固

体の触手には、褐虫藻を持っていないことが確認された。 
４.考察  

・高水温下における飼育実験で、イソギンチャクを入れるときの水温がすでに高温状態であると、

高水温に耐え切れず弱りやすいことがわかった。しかし、徐々に高水温にしていくと、短期間な

ら生きられることがわかった。 
・43～45℃の高温条件下では、40℃前後に比べ、生存率が低くなった。海水中の酸素濃度が低く

なったと考えたが、エアーレーションを施して飼育したが、2～3 日で死んだ。イソギンチャク

は高水温の影響よりも水流によるストレスを感じると考えられる。よって、酸素濃度の低下が原

因とは考えにくい。 
・高水温下おいてイソギンチャクはある程度生きることが分かった。低温条件下（実験３）は沖縄

の冬の平均海水温度と近い条件を再現することができた。サンゴ類が冬場でも白化することか

ら、イソギンチャクも白化の可能性が考えられる。 
・高水温下、低水温下の飼育実験において出現した白いイソギンチャクを引き続き環境を変えて飼

育したが、褐虫藻が見られず白化したままであった。一方、正常なイソギンチャクにはたくさん

の褐虫藻が見られたことから今回の実験で得られたイソギンチャクは白化したといえる。 
・短期間、イソギンチャクは高低水温でも白化せずに生きられる可能性がある。
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佳作 
生物 

浦添市立浦添中学校 

玉城 野々花 

玉城野々花の野々花図鑑 PART８ 

～コロナ VS植物（植物抗菌作用調べ）～ 
１.目的  

私の名前が野々花なので、これまで７年間、植物の研究をしてきました。 
 これまでの研究で分かったことは、「植物は環境によって、体のつくりや体のはたらきを工夫し

て生きている。」「自然災害や環境問題に植物を役立てることができる。」などがあります。そこで

今年は、新型コロナウイルスに苦しめられている世界中の人々のために、植物の力で何かできない

かと考え、テーマを「植物の抗菌作用で菌の増殖を抑えることはできるのか」について調べること

にしました。 
２.方法  

１沖縄県の植物の抗菌作用実験（植物採集、寒天培地づくり、抗菌作用調べ） 
２抗菌作用と植物分布の関係調査（植物分布調査） 
３大陸ごとの植物による抗菌作用調べ（原産地調べ、原産地別植物の抗菌作用調べ） 

３.結果  
１沖縄県の植物の抗菌作用実験 

  ・基準とした納豆菌と青かびのみの培地では増殖した結果となった。 
 ・植物を入れた納豆菌の増殖は抑えられている培地が多い結果となった。 
 ・植物を入れた青カビの増殖は抑えられていない培地が多い結果となった。 
 ・植物抗菌作用ランキング：１位イタジイ ２位ニッケイ ３位イイギリ 
２抗菌作用と植物分布の関係調査 

  ・抗菌作用の強い植物は山原の山地に多く見られ、特に１番抗菌作用が強 
   いイタジイは国頭～うるま市石川の山地の目視で確認できるほとんどを占めていた。 

３大陸ごとの植物による抗菌作用調べ 
  ・大陸別植物抗菌作用ランキング：１位ユーラシア代表（ヨウテイボク） 
   ２位ユーラシア代表（ゴールデンシャワー）３位南アメリカ代表（イッペー） 
４.考察  

１沖縄県の植物の抗菌作用実験 
  ・今回の実験結果から植物の納豆菌と青かびの増殖に対する抗菌作用はあるといえる。理由は、

植物を入れた培地でも増殖している納豆菌や青かびも見られたがすべての培地で、基準の納

豆菌・青かびのみの培地の増殖を超えるものはなかった。 
   これは、植物の抗菌作用による効果だと考えられる。 

２抗菌作用と植物分布の関係調査 
  ・山原の山地に抗菌作用の強い植物が見られるという結果から熱帯や亜熱帯の森では多様な菌

に対応できるように抗菌作用を高めていると考えられる。 
３大陸ごとの植物による抗菌作用調べ 
 ・ユーラシア代表と南アメリカ代表の植物の抗菌作用が強いという結果から世界１面積の広い

ユーラシア大陸や、熱帯のジャングルが広がる南アメリカ大陸はどちらも多様な環境の中で、

植物が生育していると考えられ、多様な菌と戦ってきた経歴から抗菌作用も高まったと考え

られる。
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佳作 
生物 

宜野湾市立宜野湾中学校 

山川 夏菜 

中城モールビーチに生息する二枚貝の調査 

１.目的  
・調査の仕方や種類で個体数が変わっているのか。 
・殻長、殻高、殻幅を計測し、グラフに描くことによって成長する過程で殻の形、大きさなどを観

察する。 
２.方法  

2021 年 8 月 9 日に中城モールビーチで野外調査を行った。 
調査方法は、試し掘り調査（約 3 分間スコップを用いてランダムに砂を掘りおこした）、方形枠

調査（50 ㎝×50 ㎝の範囲を 1 分間で掘り起こした砂を、5 ㎜×5 ㎜の洗濯ネットを使い、小さな

二枚貝を探した）、垂直分布調査（汀線から満潮線までの間を 1ｍ間隔で縄を引き、砂をスコップ

で掘りおこした）で行った。 
３.結果  

垂直分布の調査の結果は、イソハマグリは、1ｍ、10ｍで 2 個体、2ｍ、9ｍで 3 個体、4ｍ、5ｍ、

12ｍで 1 個体、8ｍで 4 個体採取された。リュウキュウナミノコは、2ｍ、3ｍで 2 個体ずつ採取さ

れた。ナミノコマスオは 1ｍで 2 個体採取された。また、0、6、7、11、13、14、15、16、17ｍで

は貝は採取されなかった。最も多くの貝が採取されたのは 2ｍ地点での 7 個体であった。 
方位枠調査の結果、合計 135 個体の貝を採取することができた。その内訳として、イソハマグ

リは手掘りで 74 個体、見逃しで 39 個体であった。リュウキュウナミノコは手掘りで 6 個体、見

逃しで 11 個体であった。ナミノコマスオは手掘りで 1 個体、見逃しで 4 個体だった。また、貝の

大きさに注目するとイソハマグリは 14 ㎜の貝が多く見られた。リュウキュウナミノコは 10 ㎜の

貝が多く見られた。ナミノコマスオは 16 ㎜の貝が多く見られた。 
４.考察  

垂直分布調査の結果から貝のいた場所といなかった場所はバラバラであった。そこで、砂の粗さ

に注目してみると、砂が少し粗いところに貝が集中しており、砂の粗いところや砂の細かいところ

にはいなかった。このことから、砂の中に潜り込むのが困難と考えられる砂の粗いところや、1 平

方メートルあたりの砂の密度が高い上の方の砂の目の細かいところには貝がいなかったと考えら

れる。さらに、汀線からの距離で生息する種類に注目してみると、1～2m にはリュウキュウナミ

ノコが、2～3ｍにはナミノコマスオがいた。また、イソハマグリは砂が少し粗いところならどこに

でもいた。このことから、リュウキュウナミノコとナミノコマスオは乾燥に弱く、イソハマグリは

乾燥に比較的強いと考えられる。イソハマグリは、他の 2 種類に比べ、よく膨らむことが分かる。

このことから、イソハマグリの方がよく膨らんでいるため砂の中からでも見つけやすいことが考

えられる。一方、リュウキュウナミノコは他の 2 種類に比べてふくらみが一番小さいため砂の中か

ら見つけにくかったと考えられる。
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佳作 
地学 

浦添市立神森中学校 

當間 陽乃香 

赤土汚染 

１.目的  
赤土汚染について、3 つの目的を持って研究を行いました。1 つ目がそもそも海水を濁らせてい

る要因は赤土であるのかを調べることです。2 つ目は赤土汚染が起きている場所で、赤土が流出し

ている要因を調べることです。3 つ目は赤土汚染によって海の生物やサンゴなどへの影響を調べ、

海の生き物やサンゴを守るため、赤土流出の対策を考えていくことです。最終的には沖縄の自然を

守ることを目的として、研究をしています。 
２.方法  

沖縄県の海や河口域、計 6 カ所の底質の中に含まれる赤土等に由来する粒子の量を調べ、赤土の

含有量を調べていきました。まず、ペットボトルで作った簡易透視度計で 1 つ 1 つの採取したも

のの透視度を調べていきます。その透視度を使って、懸濁物質含有量（SPSS）を計算して赤土汚

染の程度を調べていきました。また自然環境への影響をネットで調べ、対策を考えていきました。 
３.結果 

採取した場所は①浦添市西海岸カーミージ、②恩納村の谷茶 河口域、③名護市源河川 河口域、

④大宜味村平南川 河口域、⑤東村平良川 河口域、⑥東村 平良海岸、の 6 カ所で、懸濁物質含

有量（SPSS）が 1 番大きいのは恩納村の谷茶で明らかに人為的な赤土流出があるという結果が出

ました。その現場に行くと、赤土流出は見られませんでした。また、現在はビニールハウスになっ

ており、流出は見られませんでした。沖縄県では恩納村が懸濁物質含有量（SPSS）が高いのが分

かりました。対策を調べた結果は、沖縄県赤土流出防止条例をはじめ、ベチパーのグリーンベルト

を作るなど地域ぐるみで赤土汚染対策をしていることが分かりました。 
４.考察  

沖縄県の 6 カ所の中で特に懸濁物質含有量（SPSS）が高いのは恩納村という結果になりました。

その要因は、土地がパイナップル畑に適した国頭マージの赤土になっていることと、川から海まで

の距離が短いことが要因となっていることだと分かりました。また、恩納村の谷茶で明らかに人為

的な赤土流出があるという結果が出たのに対し、実際は、赤土流出は見られませんでした。この結

果の要因は以前に開発行為や、路地畑から流出した赤土が川に流出し、河口やリーフ内にたい積し

たものと考察しました。現在見られなかったのは、対策がとられ、ビニールハウスになっているた

め、赤土流出がみられませんでした。 
赤土は豊かな畑作を作ります。しかし、赤土が流出した海では、サンゴに赤土が覆い被さったり

して、魚の住処が奪われていました。また、アーサやもずくの養殖場では海の濁りの影響で生育不

良になっている現状もあります。その対策として、沖縄県赤土流出防止条例等が有り、海の生き物

やサンゴ、また沖縄の経済を地域ぐるみで守っていることが分かりました。 
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佳作 
地学 

名護市立久志中学校 

西島 美波 

土砂崩れについて 
１.目的  

土砂崩れが起こり自分の生活に欠かせない道路が通行止めになり、通常の生活ができず大変で

あった。土砂崩れがどうして起こるのか、その時の状況を調べ原因を知りたいと思った。また、私

の住む地域は土砂崩れがおこりやすいのか、また未然に防ぐことができないか防止策を考えてみ

たいと思った。 
２.方法  

身近な場所で起きた土砂崩れについて気象データ等からその時の状況を調べる。 
実験１：実際に土砂崩れが起きた現場の土（現場赤土）と自分の住む場所の土（天仁屋赤土）を採

取し、それぞれに水を含ませ土の流れ易さを比較する。 
実験２：防止策を考え、土の流れを防ぐことができるかどうか実験し比較する。防止策はＡ～Ｅの

５つで比較する。Ａ木を植える（枯れたススキを土に埋める）、Ｂコンクリートで覆う（プ

ラダンボードで覆う）、Ｃ網状のもので覆う（プラスチックネットで覆う）、Ｄ斜面下にコ

ンクリート壁を設置する（プラダンボードの壁を設置）、Ｅ水路を設置する（プラダンボ

ードで溝を作製）。 
どちらの実験も実験装置の底面１５ｃｍ、高さ１５ｃｍの目盛りに合わせて傾斜を作るように

３ｋｇの土を詰める。 
３.結果  

身近な場所で起きた土砂崩れはどちらも激しい雨が降り続き、道路に面した急斜面で起こった、

という共通点があることがわかった。 
実験１：現場赤土と天仁屋赤土の比較は、崩れ方はほぼ同じであったが、天仁屋赤土の方が崩れや

すく、崩れた土の量が多かった。 
実験２：防止策Ｂが一番土の流出を防いでいた。また防止策Ａは斜面の土が崩れるのを防いでいた。 

４.考察  
実験結果より、天仁屋赤土の方が水に崩れやすいことがわかり、私の住んでいる地域でも土砂崩

れが起こる可能性があることが分かった。 
防止策Ｂが一番効果があったということで、土に水ができるだけ浸透ないようにすることが土

砂崩れ防止として効果的であることが分かった。しかし全ての山の斜面を覆うことは現実的では

ないので、土砂崩れが起きた後の復旧方法として有効だと考える。 
防止策Ａの結果から木の根により土が抱え込まれて表層の土が流れにくくなっていると考えられ、

私たちの身近に見られる山々も植物の根で守られているところがあると実感することができた。 
自分の身近にはまだ土砂崩れの起こる可能性のある場所があるとわかり不安もでてきた。沖縄

県は山が多く台風などで激しい雨が続くことも多い。自分の住む地域が今以上に安全になるため

に天仁屋赤土のことをもっと研究してみたり、自分にはどんなことができるのか考えていきたい。

－ 296 －



 
 

佳作 
産業 

北中城村立北中城中学校 

後藤 さわみこ    後藤 こはづき 

SDGsに向けた環境保全に資する伝統的継ぎ手の研究 
１.目的  

18 歳の姉が高卒と同時に「大工職人になる」といって見習い大工の道を選択した。気になって

職場見学に行ったら沖縄県内では珍しい釘を 1 本も使わずに建てる「伝統構法による住宅の墨付

け・切り込み」の作業だった。 
釘や金物を使わない家は使う家に比べて強度が劣るのではないか、地球温暖化防止や省エネな

ど SDGｓの観点から研究してみることにした。 
２.方法  

1、住宅の生産と廃棄に関する木材の現状を把握した上で、継ぎ手に釘の有無によるリサイクルエ

ネルギー（リサイクルコスト）を比較した。 
2、実大実験をするに当たり棟梁の指導のもと、代表的な伝統構法の継ぎ手（追っ掛け大栓継ぎ・

金輪継ぎ）と相欠き釘打ちの寸法を測って作図 
3、両方の継ぎ手をスギとヒノキで作り、琉球大学工学部の協力を得て実大実験を行い、圧縮強度

と曲げ強度の比較を行った。 
３.結果  

1、沖縄の住宅の一戸建ての木造率はこの 20 年間で約 10 倍（50％）に増えた。 
2、そのうちほとんどはプレカットやツーバイフォー工法で、生産・廃棄エネルギーは、手仕事で

木材以外の建材を多用しない伝統構法に比べ大きい。 
3、柱に使われる継ぎ手の圧縮強度は、伝統的継ぎ手と釘打ち継ぎ手ではほとんど変わらなかった。

(実際の現場で、柱を継ぐことは少ない) 
4、構造上重要な梁（はり）の継ぎ手では、予想に反して釘を使わない「伝統的な継ぎ手」の方が、

釘を使った継ぎ手より曲げ強度は高かった。 
5、圧縮強度・曲げ強度ともスギよりヒノキの方が強かった。（1.3 倍～1.8 倍） 
6、防災・減災、避難の観点から単なる許容応力の強度実験ではなく、壊れるまでの限界耐力試験

としたことから「めり込み」作用でヒノキよりスギの方が破壊までの時間が長い。（時間軸を取

り入れたグラフ作成） 
４.考察  

1、循環資源である「木材」を使った住宅が全国平均で約 50％を維持していることや木材リサイク

ル率が 96％に上ることなど、SDGｓに向けて一見良い方向と見ていたが、生産・廃棄エネルギ

ーは逆に増えている。 
2、特に釘や金物など木材以外が付着した木材廃棄物の処分は木材のみの場合より 1.5 倍～5 倍の

リサイクルコストを要する。 
3、継ぎ手を釘ではなく木材（カシやケヤキなどのコミセン・シャチ）で締める伝統構法は分別す

ることなく再利用でき、リサイクルコストは低い。 
4、さらに伝統構法の木材は「リサイクルコスト 0」として移転・再生建築の他、燃料やたい肥な

どに使える。 
5、釘や補強金物を使わない伝統的な継ぎ手が使った継ぎ手より曲げ強度が高く、伝統的な継ぎ手

を使った住宅づくりが地球温暖化、資源の保全・再利用に有効であることが分かった。 
6、鋼材やコンクリートと違い木材には「めり込み」により倒壊するまで時間を要するため減災・

避難にも有効であり、「災害に強いまちづくり」」や「気候変動対策」などの SDGｓの項目にも

日本の独自性が生かせる。 
7、日本の文化と伝統的な技術が見直され、循環資源である木材が本来の機能を発揮して地球環境

保全に寄与することを願う。 
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佳作 
化学 

沖縄県立北谷高等学校 

石川 穂乃花    津波古 里圭    仲村 優希 

タンパク質添加がダイラタント流体の流度に及ぼす影響 

１.目的  
ダイラタント流体は片栗粉と水で容易に作れる上，その不思議な性質から理科の実験で扱われ

ることが多い。しかし，その実態についてははっきりしないことが多い。私たちはデンプンで作成

できるダイラタント流体の挙動について，不純物としてタンパク質を添加した際にどのような変

化が起きるのか実験データを集め，考察することにした。 
２.方法  

本研究で用いたデンプン製品は，薄力粉，もち粉，片栗粉，キャッサバデンプン，コーンスター

チ，甘藷デンプンであった。また，タンパク質としてはコラーゲンおよびグルテンを用いた。ダイ

ラタント流体ができることが確認できたデンプン製品についてはタンパク質を添加していき，ダ

イラタント流体ができる最大のタンパク質の割合を求めた。流体の流度については簡易とろみ測

定板を用いた Line Spread Test（LST）によって測定した。 
３.結果  

ダイラタント流体ができたものは片栗粉，タピオカ，コーンスターチ，いもくずであった。割合

を変えた水と片栗粉の混合物の流度を LST 値で表したところ，ダイラタント流体の値は液状の時

とあまり変わらなかったが，含水率が 40％を下回ると，急激に固化した。タンパク質添加時の LST
値は，流体の時はほとんど差がなかったのに対して，固体になると急激に低下した。また，タンパ

ク質単体を添加すると，似たような挙動を示すのに対して，混合すると挙動に変化が見られた。デ

ンプンの長径と LST 値は，単独タンパク質添加時には一定の関係性が見られたが，混合タンパク

質添加時には関係がみられなくなった。 
４.考察  

本研究から，ダイラタント流体ではデンプン粒が狭い環境中に整列している状態になっている

と考えられる。これに対してコラーゲンが混入すると，この配列が崩れるため，衝撃を与えても混

合物は液状の形態を保つと考えられる。しかし，グルテンが形成されると，デンプン粒が網目の中

に捉えられ，混合物が固体状になると考えられる。また，複合タンパク質添加時にはコラーゲンが

グルテンの網に入り込むことによって網状構造の形成が不完全になるため，条件によって混合物

の状態が変わったと考えられる。
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佳作 
化学 

沖縄県立北谷高等学校 

川添 稜也    宮城 大輝    島袋 真乙    伊集 蓮人    前當 満昌    吉里 碧人 

異なる燃料使用時における炎色反応の発色の比較 

１.目的  
私たちは化学基礎の授業で，炎色反応を観察した。しかしその炎色反応の色は教科書で紹介され

ている色と異なることに疑問を抱いた。この原因として，燃料として用いられていたアルコール類

特有の炎があると考え，一般的に炎色反応で用いられる燃料であるメタノールとエタノール使用

時の炎色反応の色の比較を行い，撮影した写真の炎を色として扱い，RGB 分析によってその要因

を解析することにした 
２.方法  

燃料の色を確認するために，アルミ容器上にメタノールおよびエタノール 1mL を測りとり，燃

焼させて色を観察，撮影した。炎色反応を観察するために用いた塩類は，塩化リチウム，塩化ナト

リウム，塩化カリウム，塩化銅(Ⅱ)，塩化カルシウム，塩化ストロンチウム，塩化バリウムの 7 種

類であり，これらとメタノールまたはエタノール 1mL と混和したものに着火して炎色反応を観察，

撮影した。 
３.結果  

メタノールの炎はフィルタによらず青く，暗かった。これに対してエタノールの炎はフィルタの

影響を受けて，特に G と B の値が低くなった。メタノールを使用した場合の炎色反応はきれいに

色の区別ができ，エタノールを使用した場合はナトリウム，カリウム，カルシウム，バリウムの区

別が難しかった。画像データから炎の色の平均値を RGB 値で表し，RGB 値から色を表現したと

ころ，ナトリウム，銅，ストロンチウムなどは燃料の影響を受けないことが分かったが，リチウム，

カリウム，カルシウム，バリウムは明らかに燃料によって色が異なることが分かった。 
４.考察  

炎色反応は塩に含まれる金属イオンが加熱される際に，電子がより外殻に飛び出す励起状態と

なり，そこから基底状態に戻る際にエネルギーとして光を放出する。この光は輝線スペクトルであ

り，単一または 2，3 のスペクトルを放出する。本研究から，複数の輝線スペクトルを持つカリウ

ムとバリウムが特にエタノールが燃焼する際の連続スペクトルの影響を受けやすいと推察された。
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佳作 
生物 

昭和薬科大学附属高等学校 

大城 航 

トンボなどを指標とした環境診断 

－沖縄島の環境指標として有効なトンボ及び底生動物－ 
１.目的  

中学 1 年時の研究を経て、環境の生態学的良好性をトンボを指標として判別する方法を見つけ

だすことができないかと考えた。一昨年の「トンボを指標とした環境の良好度～第 1 部止水域編

～」という研究の継続として「第 2 部流水域編」および解析方法の改良をして、両水域のタイプ区

分を行い、環境診断の基準をつくることにした。また、研究内容をより適切に表現するため、「ト

ンボなどを指標とした環境診断－沖縄島の環境指標として有効なトンボ及び底生動物－」と改題

した。 
２.方法  

沖縄島内の止水域 10 か所、流水域 10 か所で夏季・冬季に 1 回ずつ調査を行った。調査項目は

一昨年の研究に準じ、大きく分けて水質、水域の環境、生物に関係する項目を定めた。また生物は

30cm 方形枠の定量採取を主として記録した。その調査結果をもとに、多様度指数と各項目の相関

分析、階層 cluster 分析による地点のグループ分け、IndVal 法による環境タイプの指標種選定を行

い、両水域の環境タイプをとりまとめた。 
３.結果  

本研究では、環境が“良い”の基準を生態学的な観点から判断し、以下の手順で解析を行った。 
①各地点の調査で得られた項目と、多様度指数を MIC という相関解析の手法を用いて、環境の診

断に有効な項目を選定する。 
②各調査場所を①で選定した有効な項目について階層 cluster 分析（ウォード法）を行い、グルー

プ化する。 
③類別された群集データに対し、各種の指標としての有効性を数値化するものである IndVal 法を

用いて、②のグループの指標種分析を行い、数値の高いトンボ及び底生動物を指標種とする。 
④指標種とその生態系の特徴を設けて、トンボを中心に底生動物を指標とした環境診断の基準を

作る。以上の解析の結果、各水域で以下のようなトンボなどの指標種が選定された。 
(1)止水域編：良好性の高い Type1 では、沖縄本島北部や流水域の淵環境に生息しているトンボ

が、逆に Type4 や 5 では、一般によく見られるトンボが指標種として選定された。 
(2)流水域編：良好性の高い Type1 では、“やんばる”の上流域に生息するような生息環境の限定

されるトンボが、Type2～5 では地理的要素によらない一般的なトンボが指標種として選定さ

れた。なお、Type6 は環境の指標として良好性の判断が困難であった。 
４.考察  

本研究の結果、止水域・流水域とも、環境の良好性の高い Type1 では、沖縄本島北部に生息す

るトンボが、逆に環境の良好性の低いTypeでは一般的なトンボが指標として選定された。しかし、

本研究では、地形・地質などの地理的要素が項目として入ってないことが、解析において大きく影 

響している可能性が考えられた。そして、本研究で得られた結論が他の河川においても有用である

かの検証もしてみたい。また、今回の研究は一定の限定的空間である水域だけで調査したものであ

ったが、それとつながりのある陸域や海域などとの生態的なつながりについても考慮した研究を

してみたい。 
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佳作 
生物 

沖縄県立球陽高等学校 

川上 菜緒    比嘉 姫花   宮城 結    金子 貴瑛    嵩元 直美 

オガサワラゴキブリから出てきたニョロニョロ生物は何なのか！？ 

１.目的   
球陽高校敷地内に生息するオガサワラゴキブリを室内で飼育していたところ、白いニョロニョ

ロ生物が体内から出てきた。昆虫の専門家に聞いたところ、線虫の一種であるシヘンチュウの可能

性が出てきたが、オガサワラゴキブリからの確認された事例は今だかつてない。そこで、白いニョ

ロニョロ生物がシヘンチュウであるか確認した。また、オガサワラゴキブリの感染率を調べること

にした。 
２.方法   

球陽高校内のラボ室でオガサワラゴキブリをプラスチックケースに１個体ずつ飼育し、体内か

ら出てくるのを待った。また、死亡した個体は解剖して、体内にシヘンチュウがいるか確認した。 
 シヘンチュウの種同定のため中部大学長谷川准教授研究室と共同研究を行い、「ミトコンドリア

CO1 遺伝子」「リボソーム LSU 遺伝子」「リボソーム SSU 遺伝子」の 3 種類の遺伝子の遺伝子配

列をよみ、遺伝子分析によって種の同定を行った。 
３.結果   

しばらく室内でオガサワラゴキブリを飼育したが、なかなか出てこなかった。シヘンチュウは宿

主から出た後は土壌で生活するため、プラスチックケースに土のない環境（保水のためろ紙を敷い

ている）が原因ではないかと思い土壌とろ紙で出現率の比較をしたが、どちらも出現率は変わらず、

シヘンチュウが出てきた個体はすべて成虫で、感染率 3.6%(n=4/全個体 n=111)であった。 
 また、遺伝子解析による種同定の結果、 Mermithidae（科）の線虫であることは間違いないが、

シヘンチュウの新種さらには新属である可能性が高いことがわかった。 
４.考察   

オガサワラゴキブリの体内には、3.6%の割合でシヘンチュウに感染しており、春先から夏にか

けオガサワラゴキブリが成虫になる時期に体内から出てくることがわかった。宿主が死亡するこ

とを考えると、3.6%という数字は無視できないものである。鹿児島のトビイロウンカや中国のツ

マジルクサヨトウは害虫として知られているが、シヘンチュウを害虫防御に利用する研究も行わ

れている。オガサワラゴキブリの感染率について、さらに詳しい研究が必要と感じた。 
  遺伝子解析の結果、シヘンチュウの新種、もしくは Mermithidae（科）の新属の可能性が示唆

された。種同定に関してもサンプルサイズを増やし、さらに詳しく調べたい。また、電子顕微鏡を

用いて形態比較も行いたい。 
  本研究は、オガサワラゴキブリから Mermithidae（科）の線虫が出現した初めての報告となる。

今後は、中部大学やその他の研究機関と連携しながら、害虫防御への発展も含め研究を進めていき

たい。 
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佳作 
生物 

沖縄県立向陽高等学校 

安富祖 幸    稲留 柚羽    仲宗根 理子    門脇 宇宙    伊波 寛山  山内 啓彰 

金城 志澄    赤嶺 凛      大村 咲絢     小野 天寧    今村 まなみ 

外来爬虫類（グリーンアノール）の捕獲研究Ⅱ 
１.目的  

沖縄県が駆除事業を行っている特定外来生物(グリーンアノール)は那覇市小禄「赤嶺緑地」にお

いて高密度で生息しており、昨年までの捕獲研究で、１年で成熟するが冬場は活動が鈍り、春先に

繁殖し 10 月頃まで産卵することなどがわかった。今年度は（仮説１）「グリーンアノールは成長に

伴って行動範囲が大きく変化する。」 (仮説２) ｢沖縄島に侵入した個体の繁殖期間は小笠原と同様

である｣ (仮説３) 「希少種（キノボリトカゲ）とグリーンアノールは生態的ニッチが近く、混獲を

防ぐにはワナの設置時期や設置場所について検証することで混獲を減らせる可能性がある」を検

証し、混獲の少ないワナの設置や開発を目指した。 
２.方法  
（１）調査地点：赤嶺緑地公園 
（２）調査期間：2020 年 8 月～2021 年 12 月（2020 年 8 月～12 月データについては昨年大会で報

告済み。※今年データと比較データとして明記した） 
（３）調査方法：9 時～12 時で調査地点をくまなくラインセンサス法で目撃捕獲数を記録、同時に

県が設置したワナでグリーンアノールとキノボリトカゲの混獲数を確認し、可能であれば頭

胴長を測定。捕獲個体の一部はペンキで背中を標識し再捕獲を試みた。 
（４）ワナの設置：自作したワナで捕獲を試み、混獲を防ぐ場所についても検討した。 
３.結果  

○グリーンアノールの捕獲場所毎で頭胴長を比較したところ、頭胴長 20～25mm 個体は地表付近

での捕獲がほとんどだが 35mm 以上だと地表～樹上へと広範囲に活動範囲が広がった。また、

大型個体も地表でエサを探すなど活動していることが推測できた（本文図９） 
○今年度新たに行った夏場の標識再捕獲では、捕獲ができず、夏場はこの手法で分散していく様子

を検証できなかった。昨年研究と比較し、冬場は低体温で留まるが、夏場は活動的に行動してい

ることが推定できた。 
○今年度梅雨時期に孵化したての幼体を捕獲できた。 
○自作ワナでの捕獲は難しかったが、粘着性の高いテープを用いることで初めて捕獲できた。また、

設置場所を公園縁側にすることで混獲を防げるこめどが付いた。 
４.考察  

本年度研究結果より仮説１、仮説２が正しいことがわかった。また、2 年間の研究結果より、本

県に侵入したグリーンアノールが森林内部より開けた環境下で樹木と草地を行き来していること

など推測できた。現在、やんばる地域への拡散することが懸念されているが、東北大学鈴木氏（2017
年）DNA 分析研究より、冬場の低温や台風時の大雨で大幅な増加、分散が妨げられていることが

予想され、また生態的ニッチの近いキノボリトカゲの混獲状況と比較することで、グリーンアノー

ルが公園内部の林内より縁側で多く分布し行動していることが明らかになった。このことから仮

説 3 ワナの設置場所を現在より公園縁側や草地付近にすることで混獲を減らせることが期待でき

る。
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佳作 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

嘉数 太仁     上江洲 智哉 

新種リュウジンオオムカデの食性について 

～トビズムカデとの比較から謎の生態を明らかにする～ 
１.目的  

国内で 143 年ぶりのオオムカデの新種発見のニュースは、やんばる地域の世界自然遺産登録を

目前にして、多様性の高さを知らしめる話題であった。リュウジンオオムカデについても希少性を

理解しつつ、その生態の解明のために飼育下における研究をはじめた。今回は長期飼育を試みると

共に、その食性について明らかにしたい。また、比較対象として同じ地域に生息しているオオムカ

デ属のトビズムカデの食性についても確認し、両者の食性の違いが、種としての性質や生態、及び

生息環境の違いに表れるのか、など考察する。 
２.方法  

大きさが大、中、小の 7 個体を個体Ａ～Ｆとし、適度に期間を空けて、餌となりそうな昆虫や小

動物などをそれぞれ与えて、採食するかを確認した。個体Ａは頭胴長が約 200 ㎜はある大型個体、

個体Ｆは頭胴長が約 150 ㎜の中型個体、個体Ｂ～Ｅは頭胴長が約 50～80 ㎜の小型個体で、餌のサ

イズは体の大きさにあったものを与えた。トビズムカデについては、1 匹を飼育しているが、野外

でもよく見かけるため採餌中の個体を見かけた場合は、写真を撮って記録する。また、死体で採取

したリュウジンオオムカデと死亡したトビズムカデの乾燥標本をシリカゲルを用いて製作した。 
３.結果  

リュウジンオオムカデが好んで食したものとして、エビ類、コオロギ類、ゴキブリ類などがあっ

た。成体と思われる個体 A、F は個体 B、C、D とは異なりタイワンツチイナゴや、バッタ類を与

えた時の食いつきがよかった。個体Ｆはセミやカジカガエルに対しても反応が早く、速攻で捕まえ

て食する姿が見られた。個体Ａはミミズに対しても食いつきがよかったが、粘り気を気にしてもが

いていたため、水を入れてやった。魚類であるハゼの仲間を与えてみた際には、最初は興味を示さ

なかったが、ピンセットで何度も近くに持っていくと捕食する様子が観察できた。トビズムカデに

ついては、昆虫はもちろん好んで食したが、樹液やクワガタを採集するために仕掛けたバナナトラ

ップを舐める様子が見られた。トビズムカデは水生生物を捕食しないと考えていたが、飼育水槽の

小魚（ゼブラダニオ）を捕食している姿を偶然目撃した。 
４.考察  

世界で 3 例目の半水棲のムカデということで、やはりヌマエビやテナガエビ、ハゼの仲間など水

生生物を食することが確認できた。生息場所に多く見られるマダラゴキブリは水辺に多いゴキブ

リであり、好んで捕食していると考えれれる。今回トビズムカデの食性実験のデータが少なく、比

較することが難 写真 3.ﾂﾕﾑｼを食している様子  写真 4.ｺｵﾛｷﾞを食している様子  写真 5.ﾂﾁｲ
ﾅｺﾞを食するﾄﾋﾞｽﾞﾑｶﾃﾞかった。今後は、リュウジンオオムカデは捕食するがトビズムカデは食べな

いもの、またその逆などを調べ、やんばるの森林の生態系の中で、オオムカデ属の間に食いわけや

棲み分けがあるのか明らかにしていきたい。 
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佳作 
地学 

沖縄県立北谷高等学校 

伊志嶺 樹    上間 友愛    山内 優佳    山城 仁子    比嘉 進也 

北谷町における路側帯堆積物の分布および潜在する鉄の利用について 

１.目的  
私たちは高校の部活動で製鉄をテーマとして取り上げて活動している。しかし，沖縄には鉄鉱石

や砂鉄が産出しない。しかし，路側帯堆積物から砂鉄が取れることに気がつき，路側帯堆積物に潜

在する鉄を資源として再利用できないか考えた。このため，北谷町内の路側帯堆積物中に潜在する

鉄の量を調べるとともに，採集した鉄の利用について検討を行うことにした。 
２.方法  

路側帯堆積物の有無を確認するために北谷町内の道路についてルートセンサスを行った。対象

とした道路は，路側帯が設置されている北谷町内の道路であった。また，特に特徴的な 8 地点につ

いては，路側帯堆積物のサンプリングと交通量調査，道路勾配の算出を行った。さらに主要 4 路線

については路側帯堆積物が発見された場所と道路勾配について関係性を調べた。また路側帯堆積

物からはネオジム磁石を用いて都市鉄鉱を分離した。 
３.結果  

ルートセンサスの結果，北谷町内全域で 165 カ所の路側帯堆積物が堆積している地点が確認さ

れ，その大部分は国道 58 号線付近に集中していた。そのうち 8 カ所を詳細調査地とした。 
路側帯堆積物は道路勾配が小さい国道 58 号線に多く，道路勾配が大きい県道 24 号線では，特に

道路勾配が小さく平坦な場所に堆積していた。鉄含有率は道路勾配とは関係がなく，車両交通量と

二次関数的に相関があった。 
４.考察  

路側帯堆積物は道路勾配の小さい場所に蓄積する傾向が認められた。また，路側帯堆積物は比較

的多くの鉄を含んでいるため，資源としての価値が高いと考えられ，北谷町内だけでも 154kg の

鉄資源が潜在していると考えられる。
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佳作 
産業 

沖縄県立北部農林高等学校 

金城 琴音    金城 優心    大城 偉楓    濱田 麗流 

沖縄在来家畜の魅力発信 PartⅡ  

～山羊肉の消費拡大を目指した飼育から加工までの歩み～ 
 
１.目的  

沖縄県では琉球王朝時代から、山羊食文化が受け継がれ、近年でも需要が高まってきている。そ

の一方で、飼養頭数は平成 2 年の 18,534 頭から、平成 25 年には 7,773 頭まで減少し、本県は平

成 27 年に「おきなわ山羊生産振興対策事業」を実施し、優良種の導入支援や経営技術指標の策定

で、生産の普及に取り組んでいる。そこで、私たちで沖縄県在来家畜である「山羊」の魅力発信を

行い、さらなる普及で地域貢献に繋げていこうと考え本研究を開始した。 
２.方法  

現在、山羊を計 4 頭飼育しており、今回は主に３つの内容について取り組んだ、１つ目に専門的

な飼養管理の知識と技術を習得するため、地域団体等に協力を依頼し、去勢・出生登録・除角を実

践。２つ目に健康管理技術を習得するため、糞便内にある寄生虫卵検査の技術を、琉球大学や県立

総合教育センターで実践。最後に、山羊肉の需要拡大を狙うため、幅広い年齢層に消費量の多いソ

ーセージの加工品開発を実施し、商品化に向けて取り組んだ。 
３.結果  

１つ目の飼養管理の知識と技術の習得では、外部団体に指導を受け、山羊生産の課題や実態を踏

まえながら、目的としていた去勢・出生登録・除角の技術を対策事業に則り習得することができた。

今後の飼養管理に活かしていく。 
２つ目の寄生虫卵検査では、母山羊に１ｇあたり 477 個の虫卵が見つかった。琉球大学の波平

知之先生によると、１ｇあたり、1000 個を超えなければ、健康上問題はないとのことである。ま

た、分娩直後ということもあり、栄養価の高い飼料給餌で問題ないと分かった。また、農場でも簡

易的な検査方法はないかを尋ねると、簡易型の「マックマスター法」があることを教わり、この方

法を県立総合教育センターの上唐由紀子先生にて指導していただくことで、技術を習得すること

ができた。今回この方法では、虫卵を確認できなかったが、琉球大学で検査した少ない虫卵量では

確認できないとのことであった。しかし、この方法では、農場内での健康管理上では十分活用でき

ると分かった。 
３つ目の加工品開発では、試食アンケートを実施する中で、山羊肉の風味を抑えたものに加え、

感じるものの２種類が必要と分かり、さらに試作を重ね、名護市役所園芸畜産課にて試食アンケー

トを実施。美味しいとの意見をいただきながらも、山羊好きの方にはまだまだ風味が足りないと意

見をいただいた、今後の更なる改良が必要と分かった。 
４.考察   

今回の研究を通して、多くの知識と技術を習得することができた。今回習得した技術は、一般の

生産現場では活用されていない実態もあり、どのようにして普及させていくかが今後の課題と考

えられる。また、山羊ソーセージの商品化も視野に入れているため、名護市役所園芸畜産課からい

ただいた意見等も踏まえながら山羊肉が好きな人はもちろん、山羊が苦手な人でも「美味しい」と

言ってもらえるよう改善を重ねて、商品化を目指していく。最後に、本研究を進めるなかで、実際

の生産現場における諸課題や地域の実態等を多くの外部団体と連携することで新たに見えてきた。

それらの課題等も踏まえ、沖縄県における山羊生産の魅力発信を私たち高校生だからこそできる

ことを試行錯誤し、地域に還元していけるよう今後も研究に励んでいきたい。 
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佳作 
産業 

沖縄県立北部農林高等学校 

宮平 心愛    湧川 真鈴    石川 香奈    大田 清音 

岡本 幸姫音   照屋 光梨    前田 琉理 

沖縄の特産物が口の中で広がる新食感スィーツ 

～人工イクラ製造技術の活用～ 
 
１.目的  

熱帯果樹（マンゴー、パッションフルーツ）などが、観光客の減少及び出荷のピークが重なると

値崩れし、農家の収益が下がるのではないかと考えました。また授業でジャム製造（パッションフ

ルーツ）をしたとき、その香りが嫌いな人と好きな人がいることが分かりました。 
以上のことから、南国果汁の特徴（香り）を活かしつつ、電車、飛行機、船など多くの人が集ま

る室内でも香りが拡散せず、口の中だけで香りが広がる商品を作りたいと考えました。 
更に、この新商品の製造を機械化するアイデアで、沖縄の新産業誕生に貢献したいと考えました。 

２.方法  
方法１．人工イクラの製造技術を活用することによって、果樹の香りを閉じ込めることはできる

のではないかと考えました。 
【準備する物】 
溶液１：果汁にアルギン酸ナトリウムを溶かした溶液を調整（１％）します。 
溶液２：乳酸カルシウム水溶液を調整（１％）します。 
溶液３：ミョウバン溶液を調整（0.5％）します。 

【製造工程】 
１：溶液１を溶液２の入った容器に滴下し、２分間反応させる（溶液１が粒状になる）。反応後、 

得られた粒状の果汁を水で洗浄する。 
２：粒状の果汁を溶液３に２分間入れ、その後水で洗浄し、完成。 

方法２．教育版レゴ マインドストーム EV３を使用し、人工イクラの製造ラインを構築す

る。 
【構築する装置】 

  装置１：溶液１を滴下する制御装置（注射器型）。 
  装置２：溶液２・溶液３を入れた容器を回転台に乗せ、反応時間居合わせて回転台を回転させる

制御装置。 
  装置３：反応が終わった後、粒状の果汁を回収する装置（フォークリフト型） 

※センサーとモーターは、付属のハードウェアで自動検出及び制御されます。 
※専用のソフトフェアで、プログラミングを行います。 

３.結果  
１．果汁の人工イクラ化について 

 （１）マンゴー（果汁 30％）、パッションフルーツ(果汁 30％)など沖縄県の特産品を、人工イクラ

の製造技術によって粒状にすることができた。しかし、クエン酸を添加（２％）すると、ゲ

ル化が阻害されました。また、カーブチー果汁 100％もゲル化しなかった。 
２．果汁の人工イクラ化製造ライン 

   ３つの装置をケーブルでつなげ、全自動化することに成功しました。 
４.考察   

アルギン酸アトリウムのゲル化には、カルシウムイオンが関わっているが、溶液中にクエン酸が

多いと、ゲル化が阻害された事から、酸味が強い果汁を使用する際は、希釈する必要があると考え

られる。
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佳作 
産業 

沖縄県立中部農林高等学校 

冨名腰 千怜    吉田 紅葉    喜納 日向    與儀 一稀    山城 来夢 

尾崎 瑞歩     儀間 隼聖     國吉 陵ノ介   德里 快政    宮平 琉貴 

沖縄におけるイチゴの新品種開発と組織培養による増殖の研究 

１.目的  
科目「沖縄の農業」で、沖縄県でのイチゴ栽培の現状と、県外で育種開発された品種を栽培して

いることから、年によって収穫量が安定していないという課題があることを知った。科目「課題研

究」の授業でイチゴについて詳しく調べ、イチゴは親株がウイルスに感染すると、育苗段階で子苗

へと感染し、収量や品質が低下することも分かった。科目「植物バイオテクノロジー」で学んでき

たことを活かし、沖縄県オリジナルイチゴの育種と、組織培養によるウイルスフリー個体苗の増殖

を目標に研究を始めた。 
２.方法  

１ イチゴ農家見学研修  
２ 人工交配によるイチゴの育種、 
３ 茎頂培養によるウイルスフリー個体の培養 
４ 無菌播種によるウイルスフリー個体の増殖  

３.結果  
１ イチゴ農家見学研修 宜野座村のイチゴ農園から、沖縄でのイチゴ栽培についての苦労話や、

沖縄の気候に適した新品種があれば収入も安定するとの話を聞き、新品種の必要性と新品種

開発に向け取り組むことを約束した。 
２ 人工交配によるイチゴの育種 (1) イチゴの人工交配・果実収穫。6 品種 36 株を交配株とし

て導入し交配を行った。(2) 交配種の播種・育苗交配した果実から種子を採取、播種、発芽、

鉢上げを行い育苗につなげた。 
３ 茎頂培養によるウイルスフリー個体の培養 

   ウイルスフリー個体の培養を目的に、茎頂培養実験を行った。 
４ 無菌播種によるウイルスフリー個体の増殖 

(1) 無菌播種による初代培養、(2) 増殖用液体培地による継代培養、(3) 発根用培地による最終

培養の実験を通して、無菌播種による増殖方法を研究することができた。 
(4) 無菌培養苗の順化を行った。無菌培養で増殖した苗は現在、育成中である。 

４.考察  
成果 人工交配を行い、播種、発芽を確認し、育苗へと繋ぐことができた。茎頂を摘出するのが

難しく、技術が必要であることが分かった。無菌播種による初代培養が可能であることが分かった。

多芽体形成には、1/2MS+BA 液体培地が有効であることが分かった。発根用培地には、植物ホル

モン剤なしで発根できることが分かった。約 4 ヶ月で、無菌播種、大量増殖、マザーフラスコ内保

存、選抜苗順化が可能であると分かった。 
課題 花粉の長期保存を行い、効率的な交配方法を調査する。育成株から耐暑性のある優良株の

選抜を行う。増殖したウイルスフリー個体のウイルス検定を実施する。 
今後 品種登録、商標登録、SDGｓ目標達成に繋がる取り組みも視野に入れ実践していく。 
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入選 
物理 

沖縄県立開邦高等学校 

饒平名 耕立    沼田 浬    李 健仁    李 勉仁    石川 煉起 

気体の種類と飛跡の関係 

１.目的  
α線によって電離される気体の種類を変えることで、α線の飛跡の太さなどがどのように変化

するのかを自作した霧箱を用いて明らかにする。 
２.方法  

霧箱内の気体を密閉かつ迅速に交換できるよう側面に気体吸入口と排出口を取りつけた霧箱を

製作する。 
初めに空気を満たした通常の状態で 15 分ほど霧箱正面からカメラでビデオ撮影する。次に霧

箱の気体吸入口から窒素を十分量入れ、空気と同様に 15 分ほど霧箱正面からカメラでビデオ撮

影する。この操作を二酸化炭素、酸素、ヘリウムについても同様に行う。ビデオ撮影後、鮮明な飛

跡を 1 本ずつ選び出し、画像として保存する。そして、等倍率でそれぞれの飛跡を拡大し画面上

で定規を用いて飛跡の太さを測定する。さらにそれぞれの気体において 10 分間に観察された飛

跡の数を記録する。 
３.結果  

観察されたそれぞれの気体の飛跡をランダムに 10 本を選び出し、太さの平均値をとった。結果

は以下の通りとなった。太い順に空気（0.79)＞窒素(0.74)＞ヘリウム(0.71)＞二酸化炭素(0.65)＞酸

素(0.58)となった。それぞれの気体において 10 分間の間に観察された飛跡の数を調査した。結 
果は以下の通りとなった。多い順に、窒素（90）＞空気（83）＞二酸化炭素（71）＞ヘリウム（67）
＞酸素（59）となった。 

４.考察  
空気の太さ（0.79）と窒素の太さ(0.74)がほぼ等しいのは空気の約 80%が窒素であるためだと考

えられる。また、ヘリウムは貴ガスのためほとんど電離されず飛跡は見えないと考えていたが、飛

跡が観測されたのはα線の電離作用が非常に強いためだと考えられる。さらに飛跡の太さについ

て全体的に大きな差が見られなかったのは、α線の電離作用が非常に高いため、イオン化エネルギ

ーの差などは飛跡の太さに大きく現れなかったと考えられる。そして、飛跡の太さと観測された飛

跡数において相関関係があることが分かった。これは、飛跡の太さが細いほど比較的観測されにく

く太いと比較的観測されやすいためだと考えられる
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入選 
物理 

沖縄県立那覇国際高等学校 

添石 幸之介    渡久地 政慶    友利 玲偉 

鏡に反射させた枚数や角度によるソーラーパネルの発電の研究 

１.目的  
昨年は四色の LED ライトを光源とし、ソーラーパネル（今後は PV と表記する）と距離、色と

の関係を調べた。今年はその継続となる実験を行った。 
PVに当たる太陽光の角度は時間により変化するため発電量の高い角度の維持や固定が望ましい。

そこで、鏡を使い光を反射させ角度を固定することで電圧を維持できるか疑問に思い本研究を行

った。また、鏡の枚数や反射させる回数を増やすなどしてどれほど電圧が変化するのか研究した。 
２.方法  

方法 1：白色 LED ライト（後述する LED ライトはすべて白色のため今後 LED と表記する）を用

い、光源の角度と電圧の関係を調べる。 
①2.80v をかけた LED の光が PV の中心に来るようにする。 
②PV を LED と垂直になるように設定（この時の角度を 90 度とする）する。PV を 10 度

刻みでマルチテスターを使用して PV の電圧を測定する。 
方法２：LED と鏡を用い、反射枚数と電圧の関係を調べる。 

①1 枚：方法 1①の後、鏡を PV の反対方向に設置する。2 枚：LED には 5.60v をかけ、角

度を壁に対し上向きにそれぞれ 15 度、20 度にし、鏡を PV の反対方向に設置する。 
②方法１②と同様。 

方法３：LED と鏡を用い、反射回数と電圧の関係を調べる。①1 回：研究方法２①の 1 枚目と同

様、2 回：LED には 2.80v をかけ、壁に対し下向き 20 度にし、1 回目は 75 度、2 回目は

65 度に設置する。②方法１②と同様 
３.結果  

方法 1 から LED１つの時は 80 度、2 つの時は 50 度までは最も値の大きかった時との差が 0.01v
であることが分かった。ただし、角度が 90 度に近づくほど電圧は高いため電圧と角度には正の相

関があると分かった。方法２から 1 回では 40 度、2 回では 20 度までは反射により電圧は低くな

った。よって、角度が大きい場合、反射回数が増えると発電量は少なくなると分かった。しかし、

上記の時より角度が小さい場合、鏡の方が電圧は大きくなった。原因として、反射により光が分散

され、直接当てるときより光量が増えたためだと考えられる。また、反射回数と電圧には負の相関

があり、回数を重ねると元の電圧を超えなくなると考えられる。方法 3 から 1 枚では 40 度、2 枚

では 0 度までは反射により電圧は低くなった。よって、明るさがある程度ある時、鏡で反射させて

も電圧はほとんど下がらず、少し暗く、角度が 0 度から 40 度にある時は、方法 2 と同じ原因で反

射させた時の方が高くなると考えられる。 
４.考察  

今年と去年の結果から、可視光の時の PV の電圧の関係について調べることができたため、その

データを用いて鏡を使った PV の電圧の維持や高い値にするプログラムを作り、固定した場合との

差についての研究を今後したい。 
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入選 
物理 

沖縄県立向陽高等学校 

山元 寿梨奈 

音声分析による体調変化の推定に関する研究 

 
１.目的  

コロナの影響で、医療機関に直接診察に行くことが難しくなっているなかで家にいた状態で簡

単に診察ができる方法がないかと探したときに、音声認識ＡＩや言葉を話すセラピーロボット。ま

た、「MIMOSＹS」など声でその人の心の状態を測るアプリなどから、声でその人の体調を知るこ

とが出ないかと思ったため。 
 

２.方法  
①特定のワードを毎日決まった時間に録音し、その日の就寝時間、起床時間、体温、体調、備考（そ

の日の行動など）とともに記録する。 
②録音したデータをプログラミング言語「Octave」を用いて信号処理を行い、声の比較を行う。 
 

３.結果  
・今回の実験では、主に音声データの分析結果をもとに体調変化の推定を行い、変化を観測するこ

とが可能になった。 
・統計計算を用いた処理では数値に変化は見られたが大きな値の変化は起こらなかった 
・ユークリッド距離を用いた統計処理による比較に関しては 4 月 14 日、15 日において、数値に大

きな変化が見られたことがわかる。三つのグラフから 4 月 15 日に変化が見られていることがわ

かる。 
 

４.考察  
結果から、4 月 15 日になにか体調の変化があったのではないかと予想できるが、音声データ以

外のデータ（睡眠データ、体調データなど）による検証まで至ってないので、信頼性においては不

十分であると言える。これからの課題として、音声データとその以外のデータによる検証を行う予

定である。また、分析においてもユークリッド距離の手法の導入を検討している。 
また、現在使用している「おはよう」の音声データについて、単語ごとに分けて一語一語による

比較を行い、より正確な分析を行うことで正確な結果が得られるのではないかと予想している。
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入選 
物理 

沖縄県立北谷高等学校 

富川 桂    比嘉 康太    松田 元希    山田 凌久    與儀 愛夢 

バッティング用ロジンがバッティングフォームに及ぼす影響 

１.目的   
ロジンバックにはバッティングを行う際に，滑り止めとして用いるバッティング用ロジンが存

在しており，バッティングの安定性および安全確保のために活用されている。バッティング用ロジ

ンの効果についてはほとんど研究がなされておらず，経験則で用いられているのが現状である。そ

こで私たちは，バッティング用ロジンの使用によってバッティングスピードとバッティングフォ

ームがどのように変化するか解析することにした。 
２.方法  

ロジンの使用が摩擦に及ぼす影響を調べるため，底面積 3cm×3cm，高さ 1.5cm の杉ブロック

を面積 45cm×3.8cmの杉材の上を滑らせた時の摩擦角を測定した。バッティングは野球部および，

野球未経験者の両方に行ってもらい，経験者と未経験者でどのような違いが出るかを解析した。撮

影した画像は画像処理ソフトで処理を行い，バッティングフォームの解析を行った。 
３.結果  

摩擦角は乾燥状態と湿潤状態における有意差は見られたが，チョークおよびロジンの使用によ

って大きくなることはなかった。スイング速度はロジンをつけた方が早くなる傾向が見られ，これ

に伴って遠心力もロジンありで大きくなった。インパクトの瞬間を解析したところ，野球部ではロ

ジンをつけることで肘と膝の動きが大きくなり，非野球部ではロジンの使用によって肘の動きが

大きくなった。 
４.考察  

本研究では，バッティング用ロジンを用いた場合のスイングについて解析を行ったが，握力が弱

い人の場合，ロジンによってバッティングスピードを増強できることと，バットの遠心力がスイン

グに及ぼす影響の大きさが浮き彫りになった。また,ロジンはただ摩擦係数を大きくして滑りにく

くするだけでなく,粘り気を与えていると推察された。このことから，野球におけるスイングでは

自分の握力や姿勢に適したバットを選択する必要があることが分かった。今後はさらに，実際にボ

ールを打つ際のバッティングフォームについても解析を進めていきたい。
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入選 
物理 

沖縄県立北谷高等学校 

髙宮城 実汰    比嘉 流空    古堅 玲成    末吉 陽太    宮良 海 

キャップ投げ野球における 

飛行中のペットボトルキャップの挙動について 
 
１.目的   

キャップ野球では，キャップの平面と凹面のどちらを上面にして投げるかによって変化を生み

出すことができる。しかし，キャップの変化における飛行特性は明らかにされておらず，キャップ

がどのような飛行をしているのかもはっきりしない。本研究では，ペットボトルキャップの飛行特

性を明らかにしようと試みた。 
２.方法  

材料は一般的なペットボトルキャップを用いた。キャップの飛行特性はハイスピードカメラ

(CASIO，EX-FH20)で撮影し，解析を行った。さらにキャップが受ける風の様子を調べるために

風洞実験を行い，サーモカメラ(IR0002．PerfectPrime)で撮影した。 
３.結果   

ストレートとカーブを比較すると，投げ方が異なるだけでなく，ストレートはキャップの平面が

上，カーブは凹面が上という違いがあった。さらに飛行速度はストレートが速く,回転速度，仰角

ともにカーブで大きい傾向が見られた。飛行解析ではカーブがより湾曲して飛行し，風洞実験では

カーブの方がより風の影響を受けていると推察された。 
４.考察  

本実験結果はカーブとストレートが明らかに異なる飛行特性を持っていることを示唆しており，

特にカーブは実際に強く弧を描いて,ゆっくり飛行していることが分かった。これはカーブがより

風の影響を受けやすいためにこのような結果になると考えられた。カーブが風の影響を受けやす

い原因にはキャップの凹面が上を向いていること，回転速度が早い割には飛行速度が遅いこと，仰

角が大きいことなどが考えられた。今後はさらに詳細な調査を進め，キャップの飛行特性を明らか

にしていきたい。
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入選 
物理 

沖縄県立北谷高等学校 

仲里 修汰    榮野川 広希    弓削 創太    伊佐 真七成 

競技用ボールを用いた多段式垂直衝突球の解析 

 
１.目的  

多段式垂直衝突球とは，質量の異なる複数のボールを重ねて落下させたとき，最上段のボールが

そのボール授業で用いるボールを用いた多段式垂直衝突球がどのような挙動を示すか，実際に実

験を行って画像解析を行い，多段式垂直衝突球の特性を調べることによって，上球の最高到達点の

予測が可能であるか解析を行うことにした。 
２.方法  

用いたボールはバスケットボール，サッカーボール，バレーボール，ハンドボール，硬式野球ボ

ール,テニスボール，ゴルフボール，卓球ボールであった。ボールの動きはデジタルハイビジョン

ビデオカメラで撮影・解析した。多段式垂直衝突球の実験はボールを 2 つ用いて行い，下段はバス

ケットボールとした。さらに上段に用いるボールを変えて実験を行い，ボールの特性と上段のボー

ルの最大到達点との関係を解析した。 
３.結果  

上球の最高到達点はテニスボールが最も高かった。下球の最高到達点は軽いボールほど高くな

った。上球の最高到達点は上球と下球の重量比と関係があり，重量比が 0.1 未満では正の相関関係

が，0.1 以上では負の相関関係がみられた。また，シミュレーションの結果は実測値と高い相関が

見られた。 
４.考察  

多段式垂直衝突球は 2 球が落下して床と反発した後に，上球の落下と下球の上昇により上球と

下球の衝突が起こり，より質量の軽い上球が下球に跳ね上げられることで，上球は落下点より高い

位置まで飛び上がっていると考えられる。なお，上球の最大到達点の予測は，下球に対する上球の

重量比および落下点の高さのみで行うことができることから,多段式垂直衝突球において上球の跳

ね上がりにはボールの材質はあまり関係がなく,最も重要なことは下球に対する上球の重量比であ

ることが分かった。
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入選 
物理 

沖縄県立具志川高等学校 

名嘉真 梗介    高屋 日綺    波平 健斗 

学校に太陽光パネル！？ 

～太陽光発電を最大に活かす角度と方角とは～ 
１.目的  

最も効率のいい太陽光パネルの設置角度と方角を検証し、太陽光パネルを学校のどこに、どのよ

うに設置したらいいかを提案する。 
学校などの公共施設で再生可能エネルギーを利用した発電をし、温暖化などの環境問題の解決

に取り組む。 
２.方法  

①具志川高校屋上の東西南北すべての方角で、0 度、30 度、60 度、90 度、太陽電池、テスターAD
ー５５２６（電流、電圧、抵抗等を測る機械）を用いて発電量を調べる。 

②晴れの日と曇りの日の発電量を測定する。 
③測定結果をもとに最も効率よく発電する太陽光パネルの角度と方角を考察する。 

３.結果  
（１）晴れの日 
 
 
 
 

表１ 各方角、角度での発電量 （㎃） 
①西の空に 30 度で向けた時、発電量が一番大きかった。 
②北の空の０度で向けた時、発電量が一番少なかった。 
③90 度の時は一貫して最も発電量が低い。 

（２）雨の日 
測定不能だった 

４.考察  
①曇りの日は晴れの日に比べて発電量が少ないと考える 
②どの方位も９０度の時の発電量が少なく垂直に置くと効率が悪くなる。平均すると、３０度の時

が最も発電量が多いことが分かった。よって３０度に傾けてパネルを設置すると効率が良くな

る。 
③水平の時の発電量が違うのは、測定者の影が入った影響かもしれない。 
快晴ではなかったので、測定値に少し誤差があったと考えられる。 

④太陽は南よりを通るので、日照時間の長い南に向けて太陽光パネルを置いた方が良い。 
結論 
具志川高校屋上に南向き３０度で設置するとよい。 

東 西 南 北 平　均

0度 1474 1450 1490 1400 1543.5

30度 1470 1497 1488 1481 1486.5

60度 1455 1480 1465 1470 1467.5

90度 1425 1441 1440 1430 1434
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入選 
物理 

沖縄県立辺土名高等学校 

森 咲楽    知念 珠里亜    金城 永都 

名刺交換による名刺の変化の研究 ～名刺入れパンクするってよ～ 

 
１.目的  

サイエンス部、Ｓ顧問が名刺交換を繰り返すと、名刺入れに入りきらなくなりパンクすると言っ

ていた。つまり、名刺交換を繰り返すと名刺入れ内の体積が増加していることになるが、名刺の｢交

換｣でありの名刺枚数は一定のはずである。だが、実際にＳ顧問の名刺入れ内の体積は増え、名刺

入れに名刺が入りきらなくなるパンク現象は起きている。この現象は一般的におこりうるのか、ど

のような名刺をもらえば体積が増えるのか。これらのことを明らかにするため今回の研究を行っ

た。 
２.方法  

仮説① 名刺交換により名刺の体積が増す。 
実験 1：名刺交換による厚み・重量の変化  
*名刺の代わりに、DAISO 製（無地・カラー）情報カードを使用した。 
(1)新品の情報カード 100 枚の厚み・重量を計測した。 
(2)新品の情報カードを実体顕微鏡にて観察した。 
(3)情報カードにて、名刺交換を行った。(4)新品と同様に、厚み・重量を計測し、顕微鏡にて観察 
を行った。 

実験 2：実際の名刺サンプルを使用した名刺の変化 
ASKUL サンプル名刺（19 枚）を実験 1 と同様に名刺交換を行い、新品と交換後の変化を観察し

た。 
・実験３：情報カードの摩擦係数の変化 

プラスチック板の端に情報カードを置き、少しずつ板を持ち上げ、名刺が動き出した時の高さ AB
を計測した。  

３.結果  
論文に記載 

４.考察  
｢実験 1｣より、『仮説① 名刺交換により名刺の体積が増す』は、｢染色等の一定条件を満たしてい

る用紙の体積は増加することはあるが、実際の名刺や無地の用紙には起こりにくい現象だといえ

る｣｢実験 3｣より『仮説② (仮説①が成り立つ場合)表面の異物やシワにより名刺の摩擦力が変化す

る』は、紙の厚みの増加と静止摩擦力は関連していると考えられる。今回はカラー情報カード１例

のみの実験だったが、厚みと静止摩擦力の関係は、他の名刺類も同様の結果を示すのではないだろ

うか。最後に、今回の実験から名刺入れに入りきらなくなるパンク現象は、一般的に起こらないと

考えられる。①名刺入れ｢アルミニウム製約 24 枚収納｣を使用 ②自分も交換相手も平均的な厚さ

の名刺を使用 ③名刺を 24 枚収納し、全ての相手が体積増加率 107％の名刺を出す。以上の条件

がそろったとしても、「名刺２枚程度の厚さしか増加しない。」今回使用した名刺入れでも、2 枚程

度なら追加収納可能の為、問題ないといえる。そのため、名刺入れのパンク現象は、通常の名刺の

平均より薄い名刺を使わない限り起きない現象だといえる。
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

平良 琉人    下地 健介    生沢 紗愛    宮下 紅葉 

生分解性プラスチックの環境への影響 

 
１.目的  

近年、プラスチックによる環境破壊が問題化し、その解決策として生分解性プラスチックが期待

されていることを知り、それらが本当に環境に悪影響を与えないか疑問に思ったから。 
２.方法  

・事前実験として牛乳に含まれるカゼインを材料とした、プラスチックを作成し、それが土中で分

解されるか確かめる。 
・事前実験で作成したプラスチック及び市販の生分解性プラスチック（P-Life 入りの緩衝材・ポリ

乳酸）を各 5ｇずつ土に埋めて分解させた後、それらを埋めた土を採取して pH を測定し、変化

の有無を調べる。また、その土を使ってベビーリーフを栽培し、生育に影響がないかを調べる。 
３.結果  

・土中に埋めたプラスチックを 7 週間後に取り出して質量を測定すると、約二割の質量の減少が

見られた。このことから、作成したプラスチックが生分解性プラスチックであったことが確認で

きた。 
・各生分解性プラスチックを埋めて分解させた土と比較対象として通常のプラスチックを埋めた

土及び何も埋めてない土を用意し、それぞれにベビーリーフの種を 30 個ずつ植え、7 週間後に

収穫したところ、発芽数では緩衝材のものが最も多く、平均して 15 個であり、葉の枚数の合計

ではポリ乳酸のものが最も多い 49 枚であり、質量の合計では牛乳プラスチックのものが最も多

く、12.8562ｇであった。 
・収穫後、採取した土の pH を測定したところ、何も入れていない土の pH が 7.13 であったのに

対して、ポリ乳酸、緩衝材を埋めた土はほぼ同様の値を示し、牛乳プラスチック、通常のプラス

チックはそれぞれ 6.63、6.73 と弱酸性を示した。 
４.考察  

栽培したベビーリーフの生育の度合いはサンプルによってばらつきが大きく、埋めたプラスチ

ックによる規則性は見られなかった。また、pH では牛乳プラスチックと通常のプラスチックが他

と異なる値を示していたが、ベビーリーフの生育に関しては、結果に類似性は見られなかった。こ

れらのことから、植物の生育について、生分解性プラスチックそのものが悪影響を及ぼすものでは

ないと考えられる。ただし、今回行った実験はプランターで行ったものであり、また植物の栽培と

いう手段しか評価に用いることができなかったため、他の生物に対して、あるいは自然界において

悪影響を及ぼさないと結論付けることはできない。
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

玉城 忠昌    新里 守    島袋 匠 

沖縄由来の植物を利用した日焼け止めの研究 
 
１.目的  

日焼け止めに含まれる化学物質がサンゴ礁の白化現象の原因の一つになっていることを知り、

沖縄由来の植物が持つ成分や色素を用いて日焼け止めを作ることで、この問題の解決につなげて

いきたいと考えた。 
２.方法  

シークワーサー、ベニイモ、月桃、アロエからそれぞれ日焼け止めに関連する成分または色素を

抽出する。 
＜実験１＞抽出した試料を透明なシャーレに 5ml ずつ測り取り、ブラックライトに当て、紫外線

透過量（uW/cm²）をミニポット紫外線強度計 TM-213 を用いて測定する。 
＜実験２＞マッシュルームを細かく刻んだ水溶液にそれぞれの試料を 2ml ずつ混ぜて、溶液の色

の変化から、メラニン色素抑制効果を調べる。(茶色から無色に近づくとメラニン色素抑制効果が

ある。) 
３.結果  

＜実験１＞紫外線透過量はブラックライトから放出された紫外線がシャーレを通過した量とする。

透過した値が小さい試料ほど紫外線吸収効果があると考える。 
5 回測定した平均値 
シークワーサーから抽出した試料：紫外線透過量(平均値) 16.6uW/cm² 
ベニイモから抽出した試料：紫外線透過量(平均値) 11.0uW/cm² 
月桃から抽出した試料：紫外線透過量(平均値) 13.2uW/cm² 
アロエから抽出した試料：紫外線透過量(平均値) 94.0uW/cm² 
＜実験２＞ 
溶液の色が濃い茶色から、無色に近づいた順は、 
アロエ＞月桃＞ベニイモ＞シークワーサーとなった。 

４.考察  
実験１の結果より、紫外線吸収効果は大きい順にベニイモ（色素：アントシアニン）、シークワ

ーサー（色素：ノビレチン）、月桃（色素：ポリフェノール）、アロエ（色素：アロエサポナリン I）
であった。このことから、ベニイモに含まれているアントシアニンが色素の中で紫外線吸収作用に

一番大きく効果が表れたと考える。また、100g あたりに含まれる色素量はベニイモが 81mg、シ

ークワーサーが 267mg、月桃が 1630mg であった。ベニイモはこの中で最も色素量が少ないが、

効率よく紫外線を吸収していることがわかる。 
実験２の結果より、特に変化が見られたアロエ、月桃についてはメラニン色素抑制効果があると

考えられる。 
  以上のことより、より効果のある日焼け止めを作るには、紫外線吸収効果が大きいベニイモとメ

ラニン色素抑制効果が大きいアロエの両方の作用を組み合わせれば良いと考察する。しかし、組み

合わせることで、ベニイモの紫外線吸収効果とアロエのメラニン色素抑制効果が互いに弱めあう

ことがないか、継続して実験を行うことが必要である。 
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

前田 春樹    瀬長 諒伍    三藏 健介 

身近なものからチョークを！ 

 
１.目的  

①SDGs の観点から、チョークをリサイクルしたり、素材を変えてチョークを作る。 
②石灰岩からチョークを作る。 

２.方法  
①学校で出てきたチョークの粉を集め、水やのりで整形し、乾燥させ、チョークを作る。 
②落ちている小石を粉砕し、水やのりで整形し、乾燥させチョークを作る。 

３.結果  
①チョークの粉と水の比が 4：1 のとき、チョークを作ることができた。 

  集めたチョークの粉の脱色を洗剤、漂白剤、加熱の３つの方法で試した。洗剤、漂白剤では脱色

できなかった。加熱では、白くなった部分もあったが、大部分は灰色になった。 
  のりと水とチョークの粉の比を 1：1：8 のとき、発色がよく、適度な硬さで、消しやすいチョー

クができた。 
②小石を手動で粉砕していたので、実験に必要な量の石灰岩の粉を集めることができず、チョーク

作成ができなかった。また、チョークの粉と混合して生成を試みたが、できなかった。 
４.考察  

チョークの粉と水の比を 4：1 にしていくつかリサイクルチョークを作っていたが、結果に再現

性がなかった。 
  ・乾燥の時間が短い 
  ・湿度に左右される 
  ・圧縮の仕方の違い 
  ・使われている顔料の違い（赤、黄、青、白）  

などの要因が考えられる。 
 

チョークの脱色 
加熱すると、白くなった部分もあったが、大部分が灰色だった。 

  ・燃焼して顔料が変色した 
  ・燃焼して、煤が出た   

などの要因が考えられる。 
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

西原 るな    三戸部 優海    三戸 文乃    安藤 桜恵 

炎色反応の中間色と優位性 
１.目的 

炎色反応は、主に花火で利用されているが、金属の単体のみの色より多くの色があるように見え

たので、実際に作ってみることにした。また、炎色反応を示す物質のうち、特に反応を示しやすい、

すなわち優位性が高い物質が何であるか、またその原因を突き止めることにした。 
２.方法  

①塩化ストロンチウム、塩化カリウム、塩化ナトリウム、塩化バリウムの飽和水溶液を３０ｍL 作

る。 
②２種類の水溶液を同量ずつ混ぜ混合溶液をつくり、そこに白金線を浸し、アルコールランプで熱

して色を確認する。 
③②の混合溶液の炎が各水溶液の炎色反応の中間色となるまで、混合溶液における各水溶液の体

積比を調節する。 
３.結果 以下の比は中間色が現れた時の混合水溶液中の各水溶液の体積比である。 

1．塩化ストロンチウムを基準としたとき 
  ストロンチウム：カリウム＝1：9 
  ストロンチウム：カルシウム＝1：11 
  ストロンチウム：バリウム＝1：4.5 

2、追加実験 塩化カリウムと塩化カルシウム 
  カリウム：カルシウム＝2：1 
  他の組み合わせの追加実験もしたかったが、時間の都合上不可能だった。 
４.考察   

あらかじめ立てた仮説は、炎色反応の優位性は光の波長が短いほど低くなるとしていた。理由は

省略する。 
仮説では、優位性は低い順に 

ストロンチウム→バリウム→カルシウム→カリウム 
としていた。しかし実験結果より、優位性は低い順に 
１の実験ではカルシウム→カリウム→バリウム→ストロンチウム 
２の実験ではカリウム→カルシウム 
となった。 

  仮説は成り立たなかったが、仮説の順と結果の順はほぼ逆になっており、炎色反応の起こりやす

さと光の波長には関連性が見られた。 
  あらたな考察として、光のエネルギーが大きいほど、他の原子が出す光のエネルギーより大きい

ため、他の原子の光を打ち消していると考えた。 
  １の実験と 2 の実験で、カリウムとカルシウムの優位性が逆転しているので、実験条件によって

誤差が現れるのかもしれないと考えた。 
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

下里 優依    知念 凜香    長濱 鈴花 

分子間力を利用した接着剤の研究 

１.目的  
接着剤の原理が分子間力にあると知り、身の周りの物質の分子間力の強さは、どのように異なる

のか、興味を持ち、自分たちで調べて明らかにしたいと考えた。 
２.方法  

・質量パーセント濃度が 5、10、15、20、25、30％の塩水と砂糖水をそれぞれ作る。 
分子間力の実験 
① 溶液をスライドガラスに数滴垂らし、その上にスライドガラスを被せ、ゴム板をあてクリッ

プではさみ、放置する。 
② クリップとゴム板を外し、２枚のガラスがくっついていることを確認する。 
③ プラスチックのコップとたこ糸でバスケットを作り、ガラスの一端にガムテープでたこ糸

を固定する。 
④ バスケットにおもりを入れ、ガラスの端を持って静かに持ちあげる。少しずつおもりを増や

し、どれくらいの重さと時間、持ち上げられるかを確認する。 
接着剤の実験 
① コーンスターチ 15ｇと塩水、砂糖水 100ｇをよく混ぜ合わせる。 
② ①をお鍋に入れて弱火でかき混ぜながらあたためる。 
③ 水分が飛んでいき、煮詰まっていきトロトロになるまでよくかき混ぜる。 
④ トロトロの状態になったら、火を止める。 
⑤ トロトロになるまでにかかった時間と透明度を確認する。 

※同様に片栗粉、くず粉、タピオカ粉を用いて、①〜⑤を繰り返す。 
３.結果  

砂糖水において、持ち上げることのできるおもりの重さ（以下耐荷重とする）は、5％では 370
ｇ、10％では 410ｇ、15％では 450ｇと徐々に上がったが、20％で 430ｇと一度低下が見られ、そ

して 30％では 500ｇとなった。塩水において、耐荷重は 5％では 250ｇ、10％、15％では変わら

ず 220ｇ、20％で 450ｇと急上昇し、25％で 250ｇと一度低下が見られ、そして 30％で 600ｇと

なった。また、砂糖水は塩水に比べ、バスケットが落ちるのに時間がかかった。 
４.考察  

砂糖水と塩水において、砂糖水の方が持ち上げることのできるおもりの重さ（耐荷重）が大きい

ため、砂糖水の方が分子間力が大きくなり、各溶液において、濃度が大きくなるほどが、分子間力

は大きくなると考えられる。また、砂糖水の方がバスケットが落ちるのに時間がかかったのは、砂

糖水が持つ粘性が現れたからと考えられる。
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

宮城 新菜    池村 愛梨    吉里 依南    仲松 花 

食品廃棄物から抽出したアミノ酸を利用しよう 
１.目的  

食品廃棄物は現在、世界的にも避けては通れない重要な課題となっている。そこで、食品廃棄

物からアミノ酸を抽出してそのアミノ酸を悪臭の放たない肥料として活用し、食品廃棄物を再

利用することで問題の解決に近づけるのではないかと考えた。参考文献により糖を用いてアミ

ノ酸が生成されるということがわかったため、実験 1 では糖を用いることでアミノ酸を生成で

きるのかを自分たちで実験して確認し、実験２では実際に廃棄された食品を用いてアミノ酸を

生成しようと試みた。 
２.方法  
＜実験１＞黒糖を用いて以下の方法でアミノ酸が生成されるか調べる。 

①サトウキビ 100％の黒糖を蒸留水と混ぜ、熱して溶かす。 
②①でできた黒糖水をろ過し、土の中に入れて一週間発酵させる。 
③発酵したものでアミノ酸が生成しているかニンヒドリン反応を調べる。 

＜実験２＞食品廃棄物(梨の皮、レタスの芯、玉ねぎの皮、賞味期限切れの納豆)を用いて以下の

方法でアミノ酸が生成されるか調べる。 
①食品廃棄物と蒸留水をミキサーで混ぜ、細かくする② 
②それを土の中に入れ、一週間～三週間程度発酵させる。 
③発酵したものでアミノ酸が生成されているかニンヒドリン反応を調べる。 

＜実験３＞肥料として利用し、アミノ酸(グルタミン酸)の濃度による植物の成長の違いを 2 カ月

ほどかけて観察する。 
３.結果  
＜実験１＞弁ヶ岳の土、植物を育てる用の土、庭にある土など様々な土で実験してみたが、ニン

ヒドリン反応は見られず、アミノ酸を抽出することはできなかった。そこで黒糖だと

よくないのではないかと思い、食品廃棄物で実験を行ってみることにした。 
＜実験２＞食品廃棄物(納豆、レタスの芯)でニンヒドリン反応が見られた。しかし、良く調べて

みると、納豆はもともとたんぱく質が豊富でそのためアミノ酸も豊富に含まれている

ため発酵によってアミノ酸が生産されたとは言えない、またレタスも微量ではある

が、もともとアミノ酸を含んでいたるめ発酵によるアミノ酸ではないことが分かっ

た。 
＜実験３＞植物は全て成長したが、グルタミン酸がある方が成長し、また濃度は 0.001％が一番

よく成長した。また、納豆、レタスの皮、玉ねぎの皮でもよい成長が見られた。 
４.考察  

土の中にいるような発酵菌ではアミノ酸は生成できず、またアミノ酸を生成してくれる発酵

菌は簡単に見つけることはできないということが分かった。 
アミノ酸(グルタミン酸)は肥料としての役割を果たし、濃度は 0.001％が一番植物の成長に適し

ていると分かった。また、他の納豆やレタスの芯、玉ねぎの皮、梨の皮などもしっかり成長して

いたが、悪臭を少しはなっていた。つまり、食品廃棄物からアミノ酸を抽出して肥料として再利

用することで悪臭を放たず、植物を育てることができると分かった。さらに植物に一番適してい

る濃度は 0.001％だということも分かり、肥料の濃度が濃ければ濃いほど植物が良く育つという

わけではないと分かった。
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

仲村 芭奈    山城 光    與那嶺 菜々子 

生分解性プラスチックの実用性を探る 
１.目的  

私たちの生活では、多くのプラスチックが使われている。廃棄プラスチックによる海洋汚染問

題など様々な問題がある今、生分解性プラスチックがその代わりとして注目を浴びている。しか

し、生分解性プラスチックが本当に実生活で利用できるのか疑問に思い、身の回りのもので生分

解性プラスチックを作り、その実用性を調べてみたいと考えた。 
２.方法  
実験１ 牛乳(カゼイン)を使用した生分解性プラスチックを作る。 
実験２ 納豆(ポリグルタミン酸)を使用した生分解性プラスチックを作る。 
実験３ 牛乳と納豆の両方を使用した生分解性プラスチックを作る。 
実験４ 実験１に月桃の葉を細かくしたものを混ぜる。（消臭） 
実験５ 実験１と実験４のを塩酸（0.1 モル／L）と蒸留水につける。（分解） 
実験６ 牛乳プラスチックと月桃入り牛乳プラスチックの落下実験。（強度） 

３.結果  
実験１ 電子レンジ、トースターで乾燥させると焦げができた。乾燥機、冷蔵庫で乾燥させると

焦げはないが、冷蔵庫はプラスチックにひびが入り目立つ。乾燥のさせ方によらず臭か

った。成型することができた。 
実験２ 太陽に当てると固めることができた。取り出せる量が少なく、成型できなかった。臭か

った。 
実験３ 成型することができた。乾燥機に入れると固まった。臭かった。 
実験４ 実験１より形が崩れやすかったが、成型できた。乾燥機に入れると固まった。実験１で

成型したものより臭いは弱まった。 
実験５ 実験１、実験４のどちらの成型物とも蒸留水では白く濁り、塩酸では薄いが白く濁った。

ガラス棒で強めに押しても形が崩れることはなかった。 
実験 6 5 メートルの高さからコンクリートの床に落としたが、ひびが入ったり、割れたり、欠

けたりすることはなかった。 
４.考察   

実験１、実験６より、牛乳のカゼインを使った生分解性プラスチックは成型することができ、

十分な強度があることが分かった。したがって、牛乳を使った生分解性プラスチックは容器や包

装箱などに活用できると考えられる。しかし、実験５から分かるように水などの液体では、形が

崩れてしまうので、段ボールやプレゼント箱など、液体につけることのないような用法で代用す

ることができると考えられる。牛乳プラスチックは圧力によって分子の結合が強くなるので、乾

燥させる前の段階で、すり鉢などで、圧力を加えて形成するという方法を継続して実験していき

たい。また、においが臭かったので、月桃以外での消臭方法を探すことが課題として挙げられる。 
 納豆のポリグルタミン酸を使った生分解性プラスチックは取り出せる量が非常に少ないため、

実用のためには納豆以外のものから効率的にポリグルタミン酸を取り出せる方法を探す必要が

あり、今後の課題である。
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

大城 祐介    熊谷 光琉 

サポニンを含む石鹸の研究 

 
１.目的  

コロナウイルス感染拡大に伴い、需要が高まっている石鹸に興味をもった。また「天然の界面活

性剤」と呼ばれるサポニンという物質にも興味を持ち、このサポニンを石鹸に混ぜ合わせることで、

洗浄作用が高まるのではないかと思い、サポニンを含む石鹸を調べた。 
２.方法  

〈実験１〉苛性ソーダを用いた石鹸、大豆と学校周辺でとったギンネムから抽出したサポニン抽出

液（サポニンを含む液）を加えた石鹸をそれぞれ作る。（計 3 種） 
〈実験２〉できた石鹸を測り取り試験管に入れ、その後精製水を混ぜ合わせ、乳化作用や泡立ち、

泡持ちなどの特徴を調べる。 
〈実験３〉実験２の後それぞれの試験管に油を測り入れ、乳化作用の限界を調べ、比較する。 

３.結果  
〈実験１〉苛性ソーダを用いた石鹸は固まり、大豆のサポニン抽出液を加えた石鹸は２割固まり８

割固まらず、ギンネムのサポニン抽出液を加えた石鹸は固まり、３種とも石鹸ができた。 
〈実験２〉３種の石鹸は、精製水に溶け、それぞれ白濁が見られた。３種の石鹸は泡立ちもあり、

泡の高さは、（苛性ソーダ）＞（苛性ソーダ＋ギンネムのサポニン）＞（苛性ソーダ＋

大豆のサポニン）となった。 
〈実験３〉３種の石鹸水に油を計り入れていくと、ほぼ同時に乳化作用の限界が表れ、溶けなかっ

た油の層ができた。 
４.考察  

実験より、３種の石鹸は水溶液にしてかき混ぜた時、白濁、泡立ったことから、洗浄作用がある

ことは分かったが、サポニンを含む石鹸が洗浄作用を高めることは言えなかった。 
〈実験１〉で、作成したサポニン抽出液はメタノールで抽出したが、サポニンとメタノールをそれ

ぞれ分離することができず、サポニンだけ抽出できなかったことから、結果に影響したのではない

かと思われる。また、油、水、苛性ソーダの加える割合はわかっていたが、サポニン抽出液の加え

る量の割合は分からなかったため、苛性ソーダと同じ量にして合わせたので、本来全て固まるはず

の（大豆のサポニン抽出液＋苛性ソーダ）石鹸が、２割しか固まらなかったのだと思った。 
その一方、（ギンネムのサポニン抽出液＋苛性ソーダ）っ石鹸は、ほぼ全て固まっていたので、

油、水、苛性ソーダ、サポニン抽出液の割合が丁度良い割合で混ざり合ったのだと思った。 
今後は、２割しか固まらなかった（苛性ソーダ＋大豆のサポニン抽出液）石鹸を、あと８割全て

固まるような油、水、苛性ソーダ、サポニン抽出液の割合を調べて作り、正確に比較し、サポニン

を含む石鹸が洗浄作用を高めることを証明したい。 
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

松田 彩蓮    安武 咲絢    高良 日菜 

次亜塩素酸ナトリウムに良い香りをつけて使いやすく！ 
 
１.目的  

コロナ禍において、清掃活動等で消毒・除菌液として次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使用してい

るが、独特の臭いがある。私たちはこの臭いを和らげ使いやすくするために、次亜塩素酸に加えて

も分解されず良い香りを保つができる物質を見つけ出し、より普及されるような混合溶液を作り

たいと考えた。 
２.方法  

実験１ 50ppm に濃度調製した次亜塩素酸ナトリウム水溶液に、香りをつけるための物質(アロマ

オイル他)を入れ、混合後の次亜塩素酸濃度の変化(HYDRION Chlorine 試験紙を使用)と
溶液の変化(香りの持続性等)を調べる。 

実験２ 実験１の結果をもとに、次亜塩素酸に分解されにくく香りをつけることができた混合溶

液について、日数をおいて濃度測定を再度行う。(混合溶液の安定性の確認) 
３.結果  

実験１  
①アロマオイル：溶液の上に膜が張り、１分で０ppm になった。 
②月桃：(ⅰ)刻んだ月桃、(ⅱ)月桃の実、(ⅲ)メタノールと混合した月桃の 3 種類について測定。

(ⅰ)、(ⅲ)は１分後に、（ⅱ）は１日後に０ppm となった。 
③アルコール配合のハンドジェル：20 分経過後も 50ppm のまま濃度変化がなく、香りも持続し

た。 
④メタノール：溶液中で渦状のものが見られ、５分で０ppm になった。 
⑤ハンドソープ・日焼け止め・液体洗剤：いずれも入れてから、15 分後まで濃度変化はほとん

どなかったが、その後しだいに濃度減少し、０ppm になった。 
実験２  
アルコール配合のハンドジェルを混合した溶液は、1 週間後の測定でも濃度変化がなく５０ppm
のままで香りも持続した。 

４.考察  
次亜塩素酸ナトリウム水溶液にアルコール配合のハンドジェルを入れると、一定期間濃度変化

もなく、香りをつけることができ、効果的であった。アルコール配合のため、アルコールが関与し

ていると考えたが、実験１-④の結果よりその可能性は低い。一方、ハンドソープを入れると 15 分

程度は急激な濃度減少を抑えられたことより、ハンドジェルとハンドソープの二つの共通点であ

る「保湿剤」、「界面活性剤」という条件が次亜塩素酸の分解を防いでいるのではないかと考えた。

そこで「保湿剤」を含む日焼け止めと「界面活性剤」を含む液体洗剤で実験したところ、15 分程

度は濃度減少が抑えられ、それぞれの香りも残っていた。以上のことより、次亜塩素酸の分解を防

ぐ条件は「保湿剤」、「界面活性剤」であると考察した。 
これら二つの条件を持つ物質に、少量で強力の香料を入れることによって、次亜塩素酸の消毒・

除菌作用を保ったまま良い香りをつけ、使いやすくすることができるようになるのではないかと

考える。 
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入選 
化学 

沖縄県立北谷高等学校 

上原 凜華    座間味 明里    山内 梨彩子    運天 早希    奥間 美海 

デンプンの固化に及ぼす添加物の影響 

 
１.目的  

私たちの身近にはデンプン加工品が多く，これらは主食として扱われている。これらには主成分

としてデンプンが用いられているだけでなく，副成分として主にタンパク質と糖が含まれること

を知り，デンプンの挙動にタンパク質や糖がどのような影響を及ぼしているのか疑問を持った。私

たちはデンプンにタンパク質および糖を添加して実験を行い，副成分がデンプンの固化に及ぼす

影響を解析した。 
 

２.方法  
本実験で用いたデンプンは，片栗粉とした。添加物として用いたタンパク質はグルテン，糖類は

ショ糖であった。実験はデンプンと添加物の割合を変えて混合し，塩化ビニル袋内で混合した粉体

と水を混ぜてこね，団子状になる水分含量を特定した。さらに，水の代わりに 99%エタノールを

加えて同様に実験を行い，粉体が団子状になる要因として，水が果たす役割についても検討を行っ

た。 
 

３.結果   
固化に必要な水の量を比較すると，ショ糖およびグルテン添加によって水が増加したが，これら

を混合すると水は減少した。固化に必要なエタノールの量を比較すると，添加物の種類によらず水

の量は変化しなかった。 
 

４.考察  
デンプン混合物のふるまいは，添加物とデンプンの関係より，添加物による自由水の変化に影響

を受けやすいということが分かった。一方で，特にショ糖にはデンプンの形態保持などの作用もあ

るとされているので，添加物・水・デンプン三者の相互作用によって混合物の含水率は変化すると

考えられる。
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入選 
化学 

沖縄県立北谷高等学校 

上間 友愛    伊志嶺 樹    山内 優佳    山城 仁子    比嘉 進也 

沖縄本島に漂着した軽石の特性と有効活用について 

 
１.目的  

2021 年 10 月中旬から，沖縄本島の海辺に軽石の漂着が相次いで起こっている。現在，沖縄本島

における軽石は，特に羽地内海において海を覆い尽くすように漂着しており，漁業や観光に悪影響

が出ている。本研究では沖縄本島に漂着した軽石の特性を調べるとともに，その特性を生かした有

効活用法について検討を行うことにした。 
２.方法  

今回，学校近隣のアラハビーチから管理会社の北谷海人の会に許可を得て軽石の採集を行った。

得られた軽石は大きさごとの比較を行った。軽石の一部は粉末にし，顕微鏡で観察した。さらに顕

微鏡写真を一眼レフカメラで撮影して詳細調査を行った。成分については，ナトリウムイオンメー

ターでナトリウムイオン溶脱量および吸着量の経時変化を調べた。鉄の含量についてはネオジム

磁石で可能な限り鉄粉を回収して重量を測定した。 
３.結果  

今回の調査で得られた軽石の長径を測定したところ，小粒が 5mm 程度，大粒が 30mm 程度で

あった。しかし，軽石の大きさはばらついていた。 
回収した軽石にはほとんどナトリウムイオンが含まれておらず，逆にナトリウムイオンを吸着

した。さらに比較的多くの砂鉄を含有していた。 
４.考察  

今回漂着した軽石はナトリウムイオンを含まないため，一般的な軽石と同様に土地改良資材，農

業資材，建築資材，断熱材，研磨剤，吸着剤，釉薬への有効活用が期待される。 
  また，鉄を多く含むことから，鉄資源としての側面も有しており，さらに軽石は磁石による回収

が可能であると考えられる。 
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入選 
化学 

沖縄県立北谷高等学校 

島 りりか    新屋 光り子    山内 紀羅理    喜屋武 愛音 

洗濯糊スライムの形成要因の解析 

 
１.目的   

洗濯糊スライムは子どもが理科に興味を持つきっかけになる実験の 1 つであり，容易さと安価

でできることから科学実験教室などでも作成されている。本研究ではまず，市販の洗濯糊に含まれ

ているポリビニルアルコール(PVA)の濃度を求め，さらに飽和四ホウ酸ナトリウム(ホウ砂)水溶液

を作成することで溶解度を算出して，PVA に対してホウ砂がどの程度の架橋構造を形成すること

でスライム状になるのか検討した。 
２.方法  

洗濯糊は PVA 含有液体洗濯糊(New ワンタッチノール，DIAX)を，四ホウ酸ナトリウムはホウ

砂(ホウ砂(結晶)，健栄製薬)を用いた。ホウ砂および洗濯糊の希釈は蒸留水を用いた。モル濃度は

浸透圧実験装置で，24 時間静置した後の水面の高さが安定したのを確認し，水面の高さの変化か

ら浸透圧法を用いて測定した。浸透圧法では同時に測定した気温，大気圧を元に，ファント・ホッ

フの式を用いてモル濃度を算出した。 
３.結果  

PVA の質量パーセント濃度の測定は 7.2%であった。モル濃度は 1.07mmol/L であった。加える

ホウ砂の量を変えたところ，ある一定量で液状からジェル状に変化し，その量を超えるとスライム

状となった。また,ホウ砂が多すぎるとゴム状になった。分子模型を用いて形状を検討した結果,隣
り合うモノマーの水酸基が最も遠い位置に配置する構造を取る場合，モノマー4 分子で一回りする

らせん構造を取ることがわかった。また，隣り合うモノマーの水酸基が同じ方向を向くように配置

する構造を取る場合は，直鎖構造を取ることがわかった。 
４.考察  

本研究結果より，PVA8 ユニットに 1 つ以上の架橋があればスライムができることがわかった。

スライム内の PVA はホウ砂によって-OH が同じ方向を向くと直鎖状になると考えられる。ホウ砂

がない条件下では比較的大きな側鎖である-OH 同士は最も遠い位置にあり，PVA はらせん構造を

とる可能性が高い。スライム内の PVA は一部ほどけたらせん状になっている可能性が高い。以上

より，洗濯糊スライムは PVA のらせん構造と架橋構造内に水が取り込まれ，スライム状になると

考えられる。今後は物理的な側面からも研究を進め，洗濯糊スライムに対する知見を深めたい。
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入選 
化学 

沖縄県立球陽高等学校 

富永 結華     仲村 くりあ    宮城 南帆子    平瀬 敬韻 

泥染めにおける鉄イオンの及ぼす影響  

～鉄イオンの価数による違い～ 
 
１.目的  

奄美大島における伝統的な泥染めのしくみを科学的に解明する。 
 

２.方法  
実験① 二価，三価の鉄媒染を用意し，どのように染まるかを調べる。 
実験② チオシアン酸カリウム、ヘキサシアノ鉄(III)カリウム、ヘキサシアノ鉄(II)カリウムを用い

て、それぞれの鉄媒染に二価、三価が含まれているのを確認し、色の具合からどれくらいの

鉄イオンの量が含まれているのかを予測する。 
実験③ 実験②を元にしてキレート滴定により，媒染剤の鉄イオンの定量化を行い，二価の鉄イオ

ンの量，三価の鉄イオンの量を数値化する。 
※鉄媒染について、ここで二価としているものは硫酸鉄(II)を作成した直後の溶液、15 分経

過した溶液、1 週間以上経過した溶液(上澄み)、1 週間以上経過した溶液(沈殿物を含む)
で、三価は塩化鉄(III)である。 

 
３.結果  

実験① 鉄媒染で染めた布の色素のもとは，二価の鉄イオンによるものだと 考えられていた。しか

し，多少色の変化はあるものの，二価でも三価でも黒色に染まることがわかった。 
実験② それぞれの鉄媒染が二価、三価を含んでいることが確認でき、色の具合から仮説を立てた 
実験③ キレート滴定を行ったが、まだ数値にかなりのばらつきがあり、まだデータとするのは難

しかった。 
 

４.考察  
実験①では、二価、三価の鉄イオンによって多少色の違いはあるものの綺麗な色に染まった。 
実験②では、呈色の具合から、二価、三価の鉄イオンの量の違いが確認され、染色に影響している

と考えられる。 
実験③では、鉄イオンの定量化に挑んだが、キレート滴定の結果が不安定で、かなりのばらつきが

あった。今後は実験方法をもう一度見直し、より正確な鉄イオンの定量化に取り組み、泥染

めの仕組みを解明していきたい。 
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入選 
化学 

沖縄県立球陽高等学校 

伊藝 叶    親川 美月    菅 千響    玉城 真実    名嘉眞 愛夏 

果汁を放置するとどうなるの？ 

～果汁の時間経過による成分の変化～ 
 
1.目的  

最初の実験の目的は果実の果汁から匂いの成分だけを抽出することでしたが、コロナの影響で

実験で使う予定だった果汁を放置してしまいました。その後、果汁の状態を確認すると、搾りたて

の時と比べて香りが弱くなっていることに気付きました。香りの変化があったことから果汁成分

は時間経過によって変化するのではないかと思い、実験を行うことにしました。 
２.方法  

今回の実験ではTLCとpH検査を行いました。時間経過による成分の変化が知りたかったので、

果汁を一日放置するグループと六日放置するグループに分けました。最初はインターネットの情

報から展開溶媒を準備しましたが、なかなか結果が出なかったので自分たちで何度も種類を変え

ながら検討しました。TLC と並行して pH 検査も行いました。 
３.結果  

いくつかの展開溶媒を試した後、展開溶媒は極性が高いほうが成分が分離しやすいと知ったの

でジメチルスルホキシドを使いました。この実験では、四種類の果物(パイナップル、リンゴ、キ

ウイ、オレンジ)を使って実験しました。時間経過によって、TLC の上がり方が変わり、pH の値

も 2 から 3 や 3 から４に変化してアルカリ性に近づきました。 
４.考察  

アルカリ性になった原因は二つあると考えています。一つ目は微生物による働きです。果物に含

まれるタンパク質が微生物によって分解されると、窒素を含むアミンやアンモニアが発生します。

それによって pH が上昇したのではないかと考えました。二つ目はエチレンガスによる働きです。

果物にはエチレンガスという植物ホルモンの一種が含まれていて、このホルモンは特定の酵素の

働きを活性化させます。この酵素には果物の細胞質に含まれるペクチンを分解して果実を熟成さ

せる働きがあり、ペクチンは pH が酸性の時にゲル化して細胞質の形を維持しています。そのペク

チンが分解されることで酸性の状態が緩和され、アルカリ性に近づいたのではないかと考えてい

ます。また、TLC については、水分の減少が関係しているのではないかと考え、ドライフルーツ

と似たような成分の変化があるのではないかと思いました。ドライフルーツの場合、食物繊維とミ

ネラルが増えてビタミン C が減ります。ビタミン C が減ることは pH がアルカリ性に傾くことに

なるので、今回の実験でも同じことが言えると思います。今後の展望としては、果汁を放置する日

数を増やしたり、TLC で上がった成分を分析したりして引き続き実験に取り組んでいきたいです。
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入選 
化学 

沖縄県立球陽高等学校 

儀間 紀子    川上 紗奈    我如古 佳那 

ウミホタルからルシフェリン抽出！ 
１.目的  

ホタルの発光のメカニズムを英語で説明する文章を読み、生物発光の仕組みや応用に興味を持

った。発光基質(ホタルルシフェリン)を化合によって生成できると知り実験を試みたが、用いる試

薬(ベンゾキノン)が危険であると指摘されたため実験を断念し、自然の生物の力ですでに生成され

た発光基質(ウミホタルルシフェリン)を、抽出という方法で得ることを目的とした。その際にウミ

ホタルを殺さないことも目的としていたが、困難だったため購入した乾燥ウミホタルを用いて実

験を行った。 
２.方法  

①ウミホタルを捕獲し、飼育する罠を作成し、うるま市海中道路沖に設置した。 
②乾燥ウミホタルの性質を調べる実験 

(Ⅰ)ウミホタルの保存時間と発光時間の関係を調べる実験 
(Ⅱ)ウミホタルの保存時の温度と発光時間の関係を調べる実験 
(Ⅲ)ルシフェラーゼは一度作用した後も触媒作用を示すのかを調べる実験 

③乾燥ウミホタルから発光物質を抽出する実験 （現在は途中まで） 
乾燥ウミホタルをすりつぶす→ベンゼン抽出し、溶媒留去→残留物をメタノール抽出する 

３.結果  
①ウミホタルとみられる発光する生物が２，３匹確認できたが、死んでしまい飼育はできなかった。 
②(Ⅰ)保存時間が短い方が 1 分程発光時間が長かった。 

(Ⅱ)保存時の温度が低い方が 1 分以上発光時間が長かった。 
(Ⅲ)ルシフェラーゼは一度作用した後、触媒作用を示さなかった。 

③メタノール抽出後の溶液を同量の蒸留水と反応させたところ、発光はみられなかった。 
４.考察  

・実験②－(Ⅰ)、(Ⅱ)より、すりつぶした直後に発光させたものと冷蔵庫で保存したものは発光時

間が長かったため、保存状態(保存時間と保存時の温度)は発光時間に関係することが分かった。 
・実験③では、抽出量が小量だったため反応が見られなかった可能性があり、ソックスレー抽出器

を使うことで抽出量を増やせると考えた。また、溶媒中だと水と反応しないと考えられるので次

は溶媒留去をしたうえで水と反応させたい。また、さらに不要な物質を取り除く操作(クロマト

グラフィーや向流分配)を行わなければ発光は見られないのか調べたい。 
今後行う予定の実験 

・蒸留水中と海水中で発光時間や光度が変わるかを調べる実験 
・発光の起因を調べる実験 
・乾燥ウミホタルから発光物質を抽出する実験の続き 
メタノール抽出後の溶液をろ過し、メタノールを溶媒留去する→析出物を水と反応させ、発光す

るか観察する
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入選 
化学 

沖縄県立球陽高等学校 

城間 涼香    渡嘉敷 蓮花    勢理客 七海    傳道 有    比嘉 若葉    照屋 舞 

生分解性プラスチック  
～「食品ロス」と「プラスチックごみ」問題を、同時に解決しよう！～ 

 
１.目的  

この研究の 1 期生は「乳酸からポリ乳酸の過程」、2 期生は「食品から乳酸生成までの過程」の

研究をしていました。そこで私たち 3 期生は、「食品からポリ乳酸（生分解性プラスチック）を生

成する全過程」に取り組み、この一連の流れを確立することで「食品ロス」と「プラスチックゴミ

問題」の同時解決へと導く。研究の効率化を図るためメンバーをⓐⓑⓒの 3 つの班に分けた。 
ⓐ デンプンを酵素で分解しブドウ糖にする 
ⓑ ⓐのブドウ糖を乳酸菌によって乳酸にする 
ⓒ ⓑの乳酸を重合しポリ乳酸を作る 

２.方法  
ⓐ 上新粉や市販のデンプンをダイコンに含まれる消化酵素でブドウ糖に分解する。酵素の割合で

の分解量を、ソモギネルソン法を用いて調べる。 
ⓑ ヤクルトから混釈法を用いて乳酸菌を取り出し、観察するわ 
ⓒ ラクチド法でポリ乳酸を生成しやすい、L-乳酸の条件を探す。 

３.結果  
ⓐ デンプンと消化酵素を反応させた後、ヨウ素液によるヨウ素デンプン反応と、ソモギネルソン

法後の分光光度計の結果から、消化酵素が多くなるとデンプンの分解量（ブドウ糖の生成量）が

増えていた。 
ⓑ 一度目に 1.0×10⁴～1.0×10⁶倍希釈したヤクルトを 30℃で培養し、培養でコロニーが見られな

かったが、培養条件を変えることによりコロニーが見られた。観察を行ったが倍率が低く乳酸菌

の形は観察出来なかったが、グラム陽性であることがわかった。 
ⓒ 生成されたポリ乳酸の硬さは、蒸留時間、加熱時間が長いほど硬くなる訳 
ではなかった。蒸留を行ったポリ乳酸は、加熱時間が 2.5h を過ぎると、逆に硬くなりにくかっ

た。また、表面のベタつきはなくなったが、蒸留を行った乳酸から合成されたポリ乳酸を型から

外す際には、亀裂が見られた。 
４.考察  

ⓐ ヨウ素デンプン反応から、ダイコンの消化酵素はデンプンを分解できていることが分かった。

また、糖度の増え方を考えると、上新粉に含まれるデンプンは、消化酵素を 15％入れたあたり

で、ほとんど酵素と反応してしまい、15%以降の増加は大根にもともと含まれていた糖度可能性

が考えられる。 
ⓑ 2 度の培養により、最適な培養条件ははヤクルトを 10～1.0×10³倍希釈し、32℃で培養するこ

とだと考えられる。今後の研究で乳酸の生成を行いながら、乳酸菌の性質を確認していきたい。 
ⓒ 蒸留を行ったポリ乳酸が加熱時間 2.5h を過ぎると圧痕が大きくなったことから、やわらかい

方と硬い方のどちらがポリ乳酸としての性質を示すのかを調べる必要がある。それを証明する

ために肥料を用いて、分解される様子からポリ乳酸を見分けていきたい。そのためにも、短期間

でポリ乳酸を分解できる肥料についても、研究していきたい。
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入選 
化学 

沖縄県立向陽高等学校 

新垣 希颯    照屋 心萌    花城 未来    砂川 夢月    比屋根 充琳 

水質調査～沖縄本島南部の水と環境の関わり～ 

 
１.目的  

自分たちの住む沖縄本島南部地域の川の水質を測定し、環境との関わりを調べる。 
 

２.方法  
報得川と雄樋川の各地点での水を採取・水質を測定し、水道水の水質基準との比較を行う。 

(測定器具) 
・パックテスト・水質特定試薬セット・簡易ポータブル多項目水質計      
・デジタルパックテストマルチ SP・全窒素・全りん SP セット 
(測定項目) 
・水温ｐＨ・ＣＯＤ・濁度・電気伝導度・塩分濃度・陽イオン界面活性剤 
・陰イオン界面活性剤・硝酸イオン・亜硝酸イオン・アンモニウムイオン 
・マグネシウムイオン・カルシウムイオン・全りん・全窒素 

 
３.結果  

実際にサンプリングに向かってみると、報得川の中流と雄樋川の上流・中流では、採取ができる

ような水辺まで降りれるポイントが見つからず、採取が困難だった。よって今回は雄飛川下流、報

得川の上流・下流と報得川下流に流れ込む排水溝からの水の 4 つを採取し測定を行った。 
 
４.考察  

・報得川上流と報得川下流へ流れる排水溝からの水では、COD 値が 10mg/L、15mg/L、 亜硝酸

態窒素が 0.5mg/L、0.7mg/L と高い値となった。報得川上流周辺では農業や畜産業が多く営まれ

ており農業肥料や家畜糞尿の影響が強いと考えられる。また報得川下流へ流れる排水溝の水は

生活排水や工場排水に由来する陰イオン界面活性剤の値が水道水基準値を超える 0.7mg/L であ

った。 
・雄樋川下流では報得川同様に農地が多いにも関わらず、COD、亜硝酸態窒素などが低い値で、

カルシウム濃度が 1000 mg/L 以上となった。これは採取を行った場所が海にかなり近かったこ

と、沖縄特有の琉球石灰岩の影響を大きく受けたことが原因だと考えられます。
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入選 
化学 

沖縄県立向陽高等学校 

赤嶺 凛    糸数 博香    仲宗根 理子 

沖縄の植物を利用した草木染め 
１.目的  

沖縄の身近な植物を利用して様々な染液を抽出し、その種類と媒染剤によってどのような変化

があるのかを調べる。 
２.方法  

(実験 1)3 種類の媒染剤(鉄、銅、アルミ)から媒染液をそれぞれ作る。玉ねぎの皮、ハイビスカスの

花、サトウキビの葉、フクギの枝から染液を取りだしお湯に浸した布を媒染液と染液に 2 分

ずつ交互に浸す。 
(実験 2)3 種類の植物(サトウキビ、フクギ、月桃)について媒染液をアルミのみ用いて実験を行っ

た。予備実験として 3 種類の植物を茹でながら一定時間おきに染液を取りだして、色の変化

がなくなる時間を調べた。本実験では予備実験と同様の 3 種類の染液と濃度を変えたアル

ミ媒染(10％、20％、30％)で実験 1 と同様の作業を行う。 
３.結果  

(実験 1)玉ねぎ染めでは、媒染なしに比べるとアルミ媒染は明るく黄褐色となり銅、鉄媒染は濃い

茶色、暗い茶色に変化した。ハイビスカス染めでは染液は紫色だったが全体的に薄い色とな

り、媒染した布の色は媒染剤の色であった。サトウキビ染めでは布に色がつかず、媒染なし

の布の色は媒染剤の色であった。フクギ染めでは媒染なしのものは色は薄く色移りが見ら

れ、媒染したものに色移りは見られなかった。アルミ媒染では染液の色が出たが、鉄や銅は

媒染剤の色が布についていた。 
(実験 2)同じ色素ケルセチンを持つサトウキビと月桃で比較したとき、濃さに違いがあるが媒染を

しなくても染液の色が布に移った。アルミ媒染したものは、どちらも似た色となった。また、

媒染の濃度による色の違いは見られなかった。違う色素ケルセチンとフラボンを持つサト

ウキビ・月桃とフクギで比較すると、媒染なしの場合サトウキビ・月桃は色が定着したが、

フクギには色が定着しなかった。アルミ媒染を施したものの発色は、サトウキビ・月桃に比

べフクギのほうが明るくなった。 
４.考察  

(実験 1)植物によって十分な染液が取りだせる時間や分量が異なるため、それぞれの植物に適した

方法を見出す必要がある。タマネギとサトウキビの色素をケルセチン、ハイビスカスの色素

をアントシアニン、フクギの色素をフラボンという考えで実験を行った。しかし、他の成分

による色が出ているかもしれないので、染液の成分の解析が必要だと考えられる。 
(実験 2)同じ色素ケルセチンを持つ植物同士には、発色に類似点が多くみられた。定着度について

は、長期に渡る経過観察が必要であると考えられる。色素が異なると媒染をしなかった時の

染料の定着度やアルミ媒染をした時の色の発色には相違点が多くみられた。このことから

媒染後の色の定着度については、時間をかけての経過観察が必要であると考えられる。アル

ミ媒染は濃度による発色の違いは確認できなかった。
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入選 
生物 

沖縄県立開邦高等学校 

上間 瑠香    中村 友香    前田 会七海    佐辺 さくら    富田 望叶 

月桃による菌の増殖抑制効果 
１.目的  

沖縄県内でいたる所で生えている月桃は、見た目や香りも良く、抗菌活性をもつため、ムーチー

を包むための葉としても利用されている。私たちは、月桃の葉を乾燥させることで、抗菌活性をも

つ物質が濃縮されるのではないかと考えた。月桃の葉を無処理、電子レンジ処理、自然乾燥処理を

行い、それらの抽出液の抗菌活性を比較した。 
２.方法  
＜手順 1＞抽出液の準備 

①月桃の葉 12 g を試料として用意し、以下の 3 通りの方法で処理したのち、乳鉢ですり潰し 50 
mL のお湯で抽出したものを抽出液とした。 
試料 a：無処理 
試料 b：電子レンジの 600 W、1 分 x3 回繰り返し処理 
試料 c：自然乾燥処理 

②対照実験として、以下の 2 通りの水溶液も用意した。 
試料 d：水 
試料 e：GF ベンレート水和剤 0.5 g/500 mL 

＜手順 2＞抗菌活性の測定 
③ドライイースト 0.6 g を 20％スクロース溶液に混合し、発酵液とした。 
④抽出液 12 mL、発酵液 5 mL をキューネ発酵管にいれ、綿栓をした。 
⑤40℃に保温したウォーターバスに発酵管を入れ、5 分ごとに天井部に集まった気泡の大きさを測

定した。同じ実験を 6 回行い、得られた数値を平均し、比較した。イーストは発酵して気体を発

生させるため、気体の発生量が少ない試料ほどイーストの活動が抑制されたと考えた。 
３.結果  
＜実験 1＞反応条件の最適化 
  予備実験として、教科書の通りに発酵実験を行ったところ、気体の発生により発酵液が発酵管よ

りあふれ出たため、正確な比較ができなかった。このため、イーストの量を減らすことで、穏やか

に発酵が進むように反応条件の最適化を行った。 
＜実験 2＞抗菌活性の測定 
  反応開始 5 分後の時点ではすべての発酵管で気体の発生は見られなかったが、10 分後には気体

の発生が観察された。20 分後において、気体の発生量は多い順に水＞ベンレート＞電子レンジ＞

自然乾燥＞無処理となった。 
４.考察   

今回実験した全ての月桃抽出液には、ベンレート水和液よりもイーストの発酵を抑制する効果

があることがわかった。意外にも、乾燥処理抽出液よりも無処理抽出液に効果が発揮されると考え

られた。このことから、試料を乾燥させる段階で菌の活動を抑制する物質が失われた可能性が考え

られた。 
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入選 
生物 

沖縄県立開邦高等学校 

金城 光葉    與儀 一乃    宮里 日菜子    山城 花奈    伊佐 明日香 

オクラのネバネバを利用しよう！ 
１.目的   

沖縄県はオクラ生産量が国内三位であり、沖縄県民にとって身近な食材である。私たちはオクラ

のネバネバしている成分を使って何か実用化できないかと考えた。先輩方の実験を引き継ぎ、オク

ラの保湿力が最も高い濃度を見つけてさらに化粧水としての実用化をすることを目指した。 
２.方法  

＜実験 1＞オクラ液を作り、濃度別に分ける 
① 5 分間茹でたオクラのヘタを除き、質量を量り、みじん切りにした。 
② みじん切りにしたオクラからオクラ液を抽出した。 
③ オクラ抽出液に蒸留水を滴下し、94.0％、94.5％、95.0％、95.5％のオクラ液を作った。対照

実験として水も用意した。 
④ 8 時間後、水分蒸発量の変化を調べた。 
＜実験 2＞オクラ液にグリセリンを濃度別に配合した。 
① オクラ液にグリセリンを添加し、9：1 の割合のもの、9：2 の割合のもの、グリセリン無しを

作った。 
② 8 時間後、水分蒸発量の変化を調べた。 
＜実験③＞ 
① 水 100ml に対し重曹小さじ一杯分をいれ、重曹水を作った。実験 2 で一番水分蒸発量が少な

かったオクラ液と重曹水を混ぜて、においを消せるか検証する。 
３.結果  

＜実験 1＞ 
 4 つのオクラ液と水の蒸発量を比較したところ、1 番蒸発量が少なかったのは 94.5％のオクラ液

であった。 
＜実験 2＞ 

  94.5％オクラ液にグリセリンを配合したオクラ液の濃度別蒸発量を比較したところ、1 番水分蒸

発量が少なかったのは 9：1 の割合でグリセリンを配合したオクラ液だった。 
＜実験 3＞ 
  重曹を粉の状態のままオクラ液に滴下したが溶けずに粉が残ってしまった。それをオクラ液に

滴下する方法も試してみたが飽和状態になるまでいれても匂いは収まらなかった。 
４.考察   

100％溶液を塗布した場合、溶液に含まれる水分が無いとみなしているため、溶液に含まれる保

水性分はモチに含まれる水分を奪う。しかし 94.5％水溶液はあらかじめ水分が含まれているため、

モチに含まれる水分を奪う必要がない。94.0％溶液ではモチに含まれる水分はほとんど奪われない

が、保水性分が 94.5％より少ないため水分がとどまらず蒸発したと考えられる。また、9：1 の割

合でグリセリンを配合したオクラ液の保湿力が高かったのは、グリセリンは 10％ほど配合した場

合は程よく保湿してくれるが、高濃度だと吸収率が高まるという性質によるものだと考えられる。

グリセリン無しよりも 9：1 の割合のものの方がより高い保湿力があり、9：2 の割合のものは 9：
1 の割合のものより高濃度であるため、モチの水分も奪ってしまったと考えられる。
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沖縄県立開邦高等学校 

糸数 仁那    比嘉 こまき    宮里 いろは    又吉 奈々海    佐和田 杏樹 

ナマコで Let's 保湿 Part2 

１.目的  
ナマコには、ヒアルロン酸やコラーゲン、セラミド、サボニンといった保湿にかかわる成分が多

く含まれている。これらの成分は化粧品等で広く利用されており、実際にナマコを使用した製品も

存在する。 
昨年の研究課題点として挙げられた、浸透圧の際の塩の量がナマコによって揃っていないとい

う点を改善し、先行研究で確立された乾燥方法を利用してより正確にナマコの保湿効果を数値化

することを目的とする。 
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量を、0.0g(精製水、エタノールのみ)、3.0g、6.0g、
9.0g と変化させて保湿性の差を調べる。 

３.結果  
実験は 2 回に分けて行い、結果は、「浸透圧の際の塩の量をナマコの質量と同値にした上で、昨

年と同様の実験を行うことで、ナマコ水溶液の濃度を高くするほど、すなわちナマコを 9.0g 使用

した水溶液が最も高い保湿効果が得られる。」という私たちの仮説とは異なるものだった。 
一回目の実験では、ナマコ 6.0g の精製水が最も蒸発量が少なく、ナマコ 9.0g のエタノールが最

も蒸発量が多かった。 
二回目の実験では、ナマコ 9.0g のエタノールが最も蒸発量が少なく、ナマコ 3.0g の精製水が最

も蒸発量が多かった。 
このように、結果にばらつきがみられた。 

４.考察  
水溶液の濃度が高いほど蒸発しにくいわけではない。先述の結果にもあるように、保湿実験にお

ける結果は、仮説とは大きく異なっていた。このような結果となった原因として、実験 1 と実験 2
が対照実験になっていないことが挙げられる。餅を浸す時間と蒸発させる時間だけを変えるつも

りだったが、実験の時間が取れない、材料のエタノールが不足していたため溶媒の量を減らしたな

ど、条件の変えすぎで実験 1 と実験 2 の比較ができなくなってしまった。本来は、条件を 1 個ず

つ変えて最も保湿効果が得られるところを調べるべきだったので、今後はそこに気を付けていき

たい。 
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沖縄県立開邦高等学校 

春日井 咲羽    宮城 藍伽     玉那覇 愛子  久貝 有希恵 

ヒトデで美容！？ 

 
１.目的  

多くの美容成分が含まれるとされるヒトデについて、沖縄に生息するヒトデを用いて成分の効

果(今回では保湿力、保水力に焦点をあれた)を調べる。 
 

２.方法  
海岸でクデフソクモヒトデを採取し、それを冷凍保存した後細かい粉末状し、エタノール、精製

水を注いでヒトデ溶液を作る。 
バナナの皮と餅を人の肌に見立て、ヒトデ溶液にし、時間をおいてから質量を測ることで保水効

果を調べる。 
 

３.結果  
餅；エタノール溶媒＋塩漬けで凍らせたヒトデの溶液が最も高い数値を表し、次いで、エタノー

ル溶媒＋通常冷凍のヒトデ溶液が最も低い数値を示した。 
バナナ；溶媒に精製水を用いたものの方が比較的高い数値を示したが、冷凍方法との相関は特に

見られなかった。 
 

４.考察  
餅：エタノール溶媒のものの方がより高い数値を示したのは、エタノールによりヒトデの成分が

抽出され、その成分が保水効果を示したためだと考えられる。 
  冷凍する時に塩に埋めたかに関して、特に効果が見られなかったのは、ヒトデは、元々海に浸か

っていたので、体内に塩分があったから変化が見られなっかたと考える。 
バナナ：餅とは対照的に精製水を用いたヒトデ溶液の方が高い数値を示したのは、バナナの皮と

エタノールの溶媒の相性に問題があったのかもしれない。 
 調べてみたところ、発酵したバナナはバイオエタノールの原料になるとあったので、１週間外に

吊るしていたバナナが発酵して成分が変化し、ヒトデ溶液の性質を変えてしまったのかもしれな

い。 
 もしくは、単に皮に残っていた農薬がヒトデ溶液の作用を邪魔してしまったのかもしれないが、

餅とバナナの相関が見られなかったのも、このようにバナナの皮の処理の仕方に原因があって、バ

ナナの皮ではなくほかの材料(人肌に構成が似ていて、かつ条件がそろいやすいもの)を用いれば、

保水効果にきちんと相関が見られたのではないか。
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沖縄県立開邦高等学校 

田島 茉瑚    渡名喜 由華    中村 野乃    山内 りな    具志 仁衣奈 

ヘリトリアオリガイの足糸を利用した海洋接着剤 

 
１.目的  

ヘリトリアオリガイの足糸の接着力を調べることによって、海中で使える接着剤を製作するこ

とができると考えた。自然由来の素材で、かつ、海中で使える接着剤があれば、珊瑚の養殖の場面

で実用的な使用が可能であると考えられる。 
 
２.方法  

大渡海岸、泡瀬干潟など、沖縄にある海の岩場からヘリトリアオリガイを採集後、貝を開いて身

を取り出した後、足糸を採取し、足糸を形成する様子を観察する。保存可能な環境を探して保存し、

貝殻の背同士を海水中・空気中で接着できるか実験する。 
 

３.結果  
足糸は低温・密閉された環境で保存が可能であった。空気中で実験を行ったものは糸上に接着し

ていることが確認できたが、海水中で実験を行ったものについては接着の様子は見られなかった。

また、空気中で接着したものを海水中に入れたものについても接着力が次第に弱まり、最後は完全

に接着力を失った。 
 

４.考察  
空気中では接着が可能だったが、海水中では接着力を失ってしまった。このことから、海水中に

含まれる何らかの成分が影響し接着力を弱めていると考えられる。しかし、ヘリトリアオリガイは

海に生息している。そのため、岩場に足糸をだして一度で永続的に接着しているとは考えづらく、

持続的に足糸を出して接着している、または、足糸以外の条件が関係していると考えた。 
以上のことから、現時点ではヘリトリアオリガイの足糸を接着剤として利用するのは空気中に

おいては可能であると言ってよいだろう。だが、先述した通り海水中では接着が解けてしまった。

そのため、海洋接着剤としての使用はまだ実験が必要であると考えられる。
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沖縄県立開邦高等学校 

安仁屋 七夕汰    上原 八重    仲里 胡々寧    宮里 紗英 

切っても覚えてて！～プラナリアと光の物語～ 
１.目的  

プラナリアは負の光走性をもつが、本校の過去の研究から「光のある場所にはエサがある」とい

うことを条件付けすれば、光のある場所に集まることが示唆されている。また同実験から、光に集

まるよう学習させたプラナリアを切断すると、分裂後も個体は記憶を保持し、分裂前と同様に光に

集まることも分かっている。また、過去の文献で、プラナリアに異なる色の光を当てると、光の波

長が短いほど、プラナリアは早く死んでしまうというデータがある。 
 そこで私たちは、本校の先行実験が白色光を用いて行われていることに着目し、色の種類を変え

ることでプラナリアの記憶保持の程度が変化すると仮説を立て、検証実験を行った。 
２.方法  

プラナリアを１グループ７～８個体に分けて飼育する。簡易暗内で、光源より光を当て、シャー

レに明暗をつくる。明るい方にエサを設置して３分間観察する。３分後、プラナリアの位置を光源

からの近さによって３点、１点、０点と点数化し、そのグループがとりうる最高得点を分母として

記憶割合を取った。その割合が 0.7 を超えたとき、プラナリアが光に集まることを記憶したと仮定

した。その際、赤色光を覚えさせるグループと白色光を覚えるグループに分けた。 
その後、それぞれの色を記憶したプラナリアを切断し、分裂後の個体の記憶割合を再度測ること

で、各光の色と記憶保持との関係を調べた。 
３.結果  

先行実験を参考に記憶させるための学習実験を行ったが、どのグループも記憶割合が 0.7 に達す

ることができず、十分に記憶したと断言することは出来なかった。そこで、記憶割合が比較的高い

グループを選出し、光を記憶していると仮定してプラナリアを切断し、記憶を保持しているかの実

験を行った。 
  その結果、白色では著しく低い記憶割合を、赤色では高い記憶割合を示した。 
４.考察  

結果に示したように、学習実験においては、十分な記憶割合に達することができなかった。その

原因として、以下の３つのことが考えられる。①プラナリアが死亡し、観察個体が減ったことで、

記憶割合の数値にばらつきが生じ、正確性が低下してしまったこと。②条件付けをし、次に条件付

けを行うまでの間隔が長かったために、プラナリアが光に集まることを忘れてしまったこと。③３

分間観察するという時間が短すぎたこと 等の可能性が挙げられる。また①の考察に関し、私たち

は、プラナリア１個体ずつではなく、グループに分けて測定した記憶割合を用いて実験を行った。

そのため、検体数が減るにつれ、１個体の点数が全体の結果に占める割合が大きくなり、偶発的な

事象が度外視できなくなってしまった。このことから、私たちは、グループで測定した値での記憶

割合は本実験に適さなかったのではと考察し、特に①が、プラナリアの記憶割合が 0.7 を超えなか

った主な原因だと考えた。 
  また結果から、白色を記憶したグループは、分裂後の測定では記憶を保持しておらず、赤色を記

憶したグループは記憶を保持していた。 
このことから、プラナリアは白色光よりも赤色光の方がより記憶を保持しやすいと考えられる。 

 

－ 339 －



 
 

入選 
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沖縄県立北山高等学校 

仲里 勇輝    久田 俊輔    志良堂 鳳亮    比嘉 琉里加 

北山高校周辺の土壌動物を用いた環境診断Ⅳ 

～森林一部伐採後のモニタリング～ 
１.目的  

土中や地表の落葉下で生活する動物群をまとめて土壌動物といい、土壌動物を用いて自然の豊

かさを診断することができる。北山高校の異なる３地点で土壌動物を調査し、自然の豊かさを比較

してきた。2019 年にはツルグレン装置に加えて、ウインクラー装置を導入し各装置の採集効率を

比較・検証した。今年度は、2020 年 11 月と 2021 年 3 月に理科棟裏及び家芸棟裏の森林が一部伐

採されたため、開放空間(St.3')による影響のモニタリング調査を開始した。 
２.方法  

調査は 2021 年 1 月、3 月～7 月、9 月に実施した。土壌表面に 10 ㎝×10 ㎝コドラートを 1 回

置き、深さ 5 ㎝までスコップで土壌を採集した。教室内でハンドソーティングを実施後、採集土を

ツルグレン装置に約 48 時間かけ、70％エタノールで保存した。標本を顕微鏡観察し、青木(1995
年)に従って 32 の土壌動物分類群に固定し 3 区分の点数(1 点,3 点,5 点)を用いて評価、計算した。 

３.結果  
指標グループの点数は、4 月までは、伐採された地点である St.3’が最も点数が高かった。5 月

～6 月では St.2、7 月～9 月では従来の St.3 が最も点数が高かった。伐採された地点である St.3’
は 1 月～4 月までは点数が高かったが、5 月から点数が低くなった。個体数は、1 月は伐採された

地点である St.3’が個体数が最多だった。3 月～9 月では St.2 が最多だった。伐採された St.3’
は、個体数が比較的少ない状態だった。7 月には 3 地点で最も個体数が少なくなった。9 月には個

体数が増加しているが、その大部分はダニ（90 個体）だった。指標グループ数は、4 月までは St.3’
のグループ数が最多。5 月～6 月は St.2 が最多。7 月～9 月では従来の St.3 が最多だった。伐採さ

れた St.3’は、5 月に指標グループ数が減少し、3 地点で最も少なくなった。その後、6 月からは

少しずつ指標グループ数が増加した。総グループ数は、1 月は St.3’のグループ数が最多だった。

3 月～6 月は St.2 が最多だった。7 月～9 月では、従来の St.3 が最多だった。伐採された St.3’
は、5 月以降に総グループ数が比較的少ない状態だった。 

４.考察  
見た目の自然環境の良い順は St.3→St.3’→St.2 である。しかし、St.2(家芸棟裏）の方が St.3

（理科棟裏）より点数が高くなる場合も見られた。St.2 (家芸棟裏）は日当たりが悪く、乾燥しに

くいことが土壌動物の種類と個体数を多くしている可能性がある。St.3 は場所によって土壌の性

質が異なることが影響した可能性がある。伐採された直後の 2021 年 10 月から 3 月までは、St.3’
の土壌動物から見た「自然の豊かさ」が最も高く、5 月以降に低くなり始めた。設定した仮説「St.3’
の土壌動物から見た自然の豊かさは伐採後に徐々に悪化する」は、5 月以降に当てはまる。今回の

調査結果から、伐採による土壌動物の影響が現れるのは「伐採後約半年」。St.3’の土壌動物の状

態が回復するか、さらに悪化するかを把握するため、今後モニタリング調査が重要である。
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沖縄県立北山高等学校 

伊豆原 慈温    伊豆原 慈瑛    坪島 鈴華    仲宗根 羽月    岡 碧士 

今帰仁村最終処分場付近の河川における水生生物調査 

１.目的  
北山高校付近には今帰仁村の最終処分場があり、その付近を川が流れている。最終処分場の敷地

内には人工の池があり、その下流が河川となっている。水量が多いときは、水の色はきれいな状態

に見える。最終処分場付近の河川に生息する生物の種類と水質が気になり、水性生物相と水質の調

査を実施し、最終処分場からの汚濁源の影響を受けているかを推測した。 
２.方法  

調査期間は 2021 年 8 月、10 月～12 月で月 1 回実施。調査場所は最終処分場の下流河川の２カ

所、すなわち、St.1(下流の淵)、St.2(砂防ダム直下の淵)とした。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、タモ網を使用して一定

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  

8 月には 2 地点ともに、ある程度水量があったが、10 月～12 月は水量が少なくなり、瀬切れ区

間が長くなっていた。それに伴って、10 月以降は見た目の水の色も黒く濁っていた。透視度は 8
月には 2 地点とも 100cm 以上であったが、11 月以降は減少し特に St.1 で低かった。水質におい

ては、COD、ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ、硝酸ｲｵﾝ、リン酸ｲｵﾝが、下流に位置する St.1 が高かった。水生生物調査

結果においては、St.1 では合計 4 目 5 科 6 種、St.2 では 6 目 12 科 17 種が確認できた。2 地点と

もに、ｵｵｲﾁﾓﾝｼﾞｼﾏｹﾞﾝｺﾞﾛｳが確認できた。St.1 の優占種は多い順からﾄｹﾞﾅｼﾇﾏｴﾋﾞ、ｼﾛｱｺﾞｶﾞｴﾙ(幼生)、
ﾘｭｳｷｭｳｶｼﾞｶｶﾞｴﾙ(幼生)であり、St.2 ではｵｵｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ(幼虫)、ｵｵｲﾁﾓﾝｼﾞｼﾏｹﾞﾝｺﾞﾛｳ、ｻｶﾏｷｶﾞｲであった。

St.1 ではﾄﾝﾎﾞ類の幼虫が非常に少ない傾向が見られ、St.2 ではﾄｹﾞﾅｼﾇﾏｴﾋﾞが確認できず、カエル

類幼生(ｵﾀﾏｼﾞｬｸｼ)がほとんど確認できなかった。 
４.考察  

水質調査結果より、2 地点ともに水質は悪い傾向が見られたが、下流に位置する St.1 の水質が

特に悪いことが分かった。これは、2 地点ともに水量が少なくなると瀬切れが起こり、淵が水たま

りとなって周囲と隔離されたことに影響を受けたと考えられる。上流に位置する St.2 ではヤゴの

種類(8 種類)が多く確認されたため、水生昆虫類が生息できる程度の水質であると考えられるが、

両生類がほとんど確認できなかったため、何らかの影響を受けている可能性がある。しかし、今回

の水質調査では、主にパックテストで生活排水の影響を調べる項目を実施しており、農薬や毒物等

の化学物質については調査していないため、最終処分場から汚濁源があるかどうかは明確に示す

ことができなかった。今後は、化学物質等の水質調査項目を検討していきたい。
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入選 
生物 

沖縄県立北谷高等学校 

池原 快斗    小橋川 恵人    祖慶 幸斗    渡名喜 想太    仲程 通太 

アシナガキアリにおける各カーストの形態的特徴 

および結婚飛行について 
 
１.目的  

私たちは学校内の飲料水の自動販売機の周辺に，黄色くて体の細いアリが多数徘徊しているの

を見て，なぜこのような巣が作れないような場所にたくさんのアリがいるのか興味を持った。そこ

で私たちは，アシナガキアリが生息する環境の特定が可能か検討した。また，アリ類の有性生殖時

に見られる結婚飛行がアシナガキアリでも行われているのか，その場所や時期，飛行状況について

調査することにした。 
 

２.方法  
沖縄県立北谷高等学校内におけるアシナガキアリの分布調査はルートセンサスで行いった。 

 結婚飛行の調査はルートセンサスで行い， 1 時間程度かけて毎日観察した。アシナガキアリと見

られる個体を発見した際には実体顕微鏡で詳細を観察して文献と照らし合わせて同定を行った。 
 
３.結果  

今回の調査で校内からはアシナガキアリの女王は発見できなかったが，ワーカーは多数確認で

きた。また，校内からではないがワーカー，女王，有翅オス，有翅メスすべてのカーストを確認で

きた。結婚飛行は 8 月初旬に蛍光灯下で確認された。 
 

４.考察  
アシナガキアリは比較的乾燥を好むものの，水や餌がない場所にはコロニーを作らないと考え

られる。また，8 月の初旬にメスはごく短期間，オスは複数回にわたって結婚飛行をすることが確

認された。本研究結果はアシナガキアリの分布確認や個体数調節に有効な知見になり得る。
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入選 
生物 

沖縄県立北谷高等学校 

ゴンサレス 愛理沙 イリアナ    瑞慶山 咲羽    池原 桜綺    島田 杏乃    島袋 結月 

利き手の遺伝に関する研究 

 
１.目的   

利き手は遺伝すると明言できない形質の代表例である。私たちはメンバーや友人に左利きがい

ることから，利き手について興味を持ち，利き手が遺伝によるものであると言う仮説を立てて研究

を進めることにした。研究方法はアンケート調査を主とし，結果を多面的に解析し，利き手に対す

る遺伝的要因の有無についてシミュレーション解析を行うことにした。 
２.方法  

本研究では，高校 1 年生と 3 年生を対象としたアンケート調査から，高校生における左利きの

存在確率および親子で左利きが出現する確率を求め，遺伝する確率が疑われた場合にはそれがモ

ノジーン遺伝なのかポリジーン遺伝なのか，シミュレーション解析を行った。ポリジーンの場合は，

二遺伝子についての複数のパターンを比較することで行い，三遺伝子以上の複雑さが増すパター

ンについては言及しないことにした。 
３.結果  

右利きと左利きの文字の書き方を比較したところ,比利き手で揺れや歪みがなかったのは左利き

であった。左利きの割合に男女差は確認できなかった。しかし,親世代に比べて子世代の左利きの

割合は 2 倍以上大きく,その差は有意なものであった。左利きの出現率は,どちらかの親が左利きだ

った場合に高くなった。条件を分けて遺伝的な組合せを考えた場合,現実に即している値が現れた

のは 2 つの遺伝子が関与し，主に右利きを決定する遺伝子が不完全優性で，主に左利きを決定する

遺伝子が相加遺伝であるという条件であった。 
４.考察  

本研究結果から，左利きは遺伝する可能性が非常に高いと考えられた。さらにその遺伝形式は，

右利きを支配する遺伝子が左利きを支配する遺伝子に対して不完全優性かつ，左利きを支配する

遺伝子が相加遺伝をするという特殊なパターンである可能性が示唆された。 
 現在，遺伝の研究はゲノム解析にシフトしており，メンデルの遺伝の法則のような形質から遺伝

子を探り当てる研究は少なくなった。しかし，この方法であれば特殊な機会がなくても確率論的に

計算が可能であり，実際の形質の存在確率から遺伝子の存在を推定するという手法であるため，時

間はかかるものの本質に近づける可能性が高いと考えられる。 
 今後は，今回の研究で得られたデータをさらに解析し，左利きの遺伝の本質に迫っていきたい。 

－ 343 －



 
 

入選 
生物 

沖縄県立球陽高等学校 

越野 花音    安座間 春奈    親川 博矢    新里 悠桂    照屋 有沙 

ガジュマルコバチ以外にも送粉コバチはいるのか 

 
１.目的  

沖縄本島にはイチジク属の 1 種であるガジュマルが広く分布しており、ガジュマルの花嚢の中

には他のイチジク属同様に送粉コバチ（ガジュマルコバチ Eupristina verticillata）と寄生コバチ

が生息しているといわれている（蘇ら，2009）。しかし、近年ガジュマルコバチは減少している報

告や（内山，2004）、イチジク属同様に寄生コバチが数種類発見されていることから（Ying-Ru Chen 
et al.，1999；内山，2004；Anthony et al.，2015）、ガジュマルの送粉コバチの役割を担っている

コバチはガジュマルコバチの 1 種類だけではなく、寄生コバチの中にも偶発的な送粉を含めて送

粉をしているコバチがいる可能性がある。そこで、本研究では、ガジュマルの花粉を送粉するコバ

チがガジュマルコバチ 1 種のみか明らかにすることを目的に研究を行った。 
２.方法  

ガジュマルの花嚢を採集し、その花嚢から羽化して出てきたコバチを調査対象とした。花嚢の採

集は、球陽高校グラウンド沿いに植栽されているガジュマル 11 本から行った。採集した花嚢をス

クリュー管瓶に保存し花嚢のなかにいるコバチが外にでてくるのを待つため 3 日間放置した。3 日

後に、コバチを固定し Ying-Ru Chen et al.（1999）、内山（2004）、Anthony et al.（2015）の資

料を参考に種判別を行った。 
３.結果  

全体的に見つかったコバチの数は大きく変動があったが、コバチが見つかった花嚢の数は大き

な変化は見られなく、徐々に増加した。全てのコバチの中で Odontfroggatia galili （以下、 O.golili 
とする）のみが増加しており、Sycoscapter. gajimaru も 7 月 26 日の週で初めて発見された。送粉

コバチと言われているガジュマルコバチは 7 月１9 日の週のみ発見された。コバチが見つかった花

嚢の数とそのコバチの数はおおよそ比例していた。 
４.考察  

O.golili の増加がコバチの数の増加に原因があり、さらに O.golili は球陽高校グラウンド沿い

のガジュマルに多く生息していると思われる。このことから、寄生コバチと言われている O.golili 
がガジュマルの花嚢のおしべと接触する機会が多いため、送粉コバチの役割を果たしている可能

性があると思われる。週によって出てくるコバチの数が大幅に変動していることから、季節やそれ

ぞれの月による季節消長はないと思われる。
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入選 
生物 

沖縄県立球陽高等学校 

奥平 茉那    金城 望乃    金城 万千代    我謝 葵    松堂 アキ 

クワズイモから効率よくバイオエタノールを作る 

１.目的  
クワズイモ Alocasia odora は、沖縄県や鹿児島県の奄美群島では道路の側、家の庭先、生垣な

ど、広範囲で見られるサトイモ科クワズイモ属の植物である。クワズイモにはシュウ酸カルシウム

が含まれており、食べることができないため、サトウキビやトウモロコシなどの食べられる材料で

はないクワズイモをバイオエタノールとして使用することで、食糧不足などの世界的な問題の解

決につなげたいと考えた。本研究では、クワズイモに含まれるデンプンを活用して、バイオエタノ

ールを効率よく作る方法を明らかにすることを目的とした。 
2.方法  

クワズイモ液を抽出し、それぞれ 15g に分け、すりつぶした米麹を用いて 30℃に設定したイン

キュベーター内で、数日かけて糖化させた。その後、クワズイモ液にドライイーストを加え 30℃
に設定したインキュベーター内で、数日かけて発酵させた。発酵させたクワズイモ液のアルコール

濃度をデジタルアルコール濃度計を用いて測った。その際に、糖化日数を３通り、発酵日数を 1 通

り、米麹の量を 5 通りの条件にして実験を行った。 
３.結果  

糖化日数とアルコール濃度に関係性は見られなかった。発酵日数に関しては、実験を一回しか行

わなかったため、不十分であった。米麹の量を変える実験では、発酵によって生じた二酸化炭素に

よって密閉できなかったものもあったが、米麹の量が多いほどアルコール濃度が高くなる傾向が

見られた。糖化日数や発酵日数を長くしすぎると腐敗しておりアルコール濃度が低かった。糖化し

ている最中は毎回カビがクワズイモ液の表面に生えていた。 
４.考察  

糖化日数とアルコール濃度に関係性は見られなかった原因として、実験数が少なかったことが

考えられる。この関係性を明らかにするために試行回数を増やす必要性があると考えられる。発酵

日数に関しても同様に試行回数を増やす必要性があると考えられる。米麹の量を変える実験に関

しては、クワズイモ液の蓋を密閉できていなかったため、実験結果に誤差が生じてしまったと考え

られる。よって、糖化日数などと同様に試行回数を増やす必要性があり、実験装置に関しても密閉

できるような工夫をする必要性があると考えられる。しかしながら、密閉されていた実験でアルコ

ール濃度を比較すると米麴の量が多い条件のほうがアルコール濃度が高かったため、米麴の量が

多いほどアルコール濃度が高くなると考えられる。条件としてドライイーストの量を変えていな

いので、ドライイーストの量とアルコール濃度の関係性も探る必要性があると考えられる。アルコ

ール発酵の最適温度は約 45℃である(大橋ら,2009)ため、温度条件によってもアルコール濃度が変

化すると考えられる。腐敗するとアルコール濃度が低かったため、これからの実験では、腐敗をさ

せないように工夫する必要性があると考えられる。
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入選 
生物 

沖縄県立球陽高等学校 

古賀 万葉    喜納 満月    友利 実優    山根 まりあ 

沖縄の植物でカビを防ごう！ 

 
１.目的   

エアコンは黒カビが繁殖しやすく、そのまま放置するとカビアレルギーなどになってしまう。そ

こで、沖縄産の植物である島ラッキョウで人体にも優しい黒カビ防止剤ができないか研究するこ

とにした。島ラッキョウには抗菌成分であるアリシンが含まれておりその成分に着目した。また、

昔から抗菌作用があると言われているゲットウの葉の抽出液と、ワサビも同時に実験し、防カビ効

果を比較した。 
２.方法   

グルコース入り寒天培地を作成し、教室のクーラー排出口から黒カビを採取し塗布した。寒天培

地の中央に、①島ラッキョウ液を染み込ませたろ紙、②ワサビを染み込ませたろ紙、③ゲットウの

精油を染み込ませたろ紙、④島ラッキョウとゲットウの精油を染み込ませたろ紙、⑤蒸留水を染み

込ませたろ紙（対照実験）をそれぞれ常温の教室内に置き、寒天培地の黒カビの繁殖のようすを観

察した。 
３.結果  

①島ラッキョウ液は、中央ろ紙の周りはまったく黒カビが生えなかったが、中央から外側に行く

に従って、大量の黒カビが発生した。 
②のワサビは、全体に圴一に生えていた。③のゲットウ精油は全体に薄くカビが生えているもの

もあったが、全体的にあまり繁殖していなかった。④の島ラッキョウとゲットウ精油は、ほとんど

カビが発生していなかった。⑤の蒸留水も、ほとんどカビが発生してなかった。 
４.考察   

①の島ラッキョウの実験結果から、島ラッキョウは黒カビの繁殖を抑える防カビ効果があるこ

とがわかった。また、寒天培地を１ヶ月以上放置してもカビを生えなかったため、その効果は強力

である。④の島ラッキョウとゲットウ精油の組み合わせに、一番抗カビ効果があることがわかった。

島ラッキョウは特有の匂いがあるためその匂いを消すためにゲットウ精油との組み合わせを考え

たが、エアコンに塗布することを考えると、匂い対策と抗カビ作用としてこの２つの組み合わせは

最強である。 
  本研究で最も意外な結果だったのは、⑤の蒸留水である。蒸留水を染み込ませたろ紙を入れた寒

天培地は、何度やってもカビが生えなかった。方法に何か思いつかない問題があるのか、それとも

本当に抗カビ効果があるのか、この結果については今後詳しく調べる必要があるが、本研究の中で

一番興味ある結果である。 
 今後は、コンパクトクーラーに上の抽出液を塗布し、実際にカビの繁殖がどのようになるか調べ

ていきたい。
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入選 
生物 

沖縄県立向陽高等学校 

當眞 凜    松尾 天音    前田 桃那    時志 美沙希 

Ca²⁺濃度の調整におけるプラナリアの生体変化 

１．目的  
プラナリアは、扁形動物門有棒状態綱三岐腸目に属し、高い再生能力を持っている生物である。

先輩方の先行研究より、プラナリアの生存にはカルシウムイオンが必要であることが分かってい

る。そこで、私たちはどのくらいのカルシウムイオン濃度下であれば生存可能であり、またカルシ

ウムイオン濃度によってプラナリアの生体にどのような変化があるのかを調べることを目的とし

て研究しようと考えた。 
２.方法  

・天然水の Ca2+濃度を測る→基準値とし溶液を作る 
(カルシウムチェッカーを用いて正確なカルシウムイオンに調整する) 

・濃度別に分けた容器に一週間プラナリアを飼育し、生存の有無を比較する。        
・生態変化を見る（毎日観察する） 
・三回程度繰り返す 
・記録をもとにデータをまとめる 

３.結果  
〇0.2 倍から 130 倍までのカルシウムイオン濃度下で生存した。 
〇0.1 倍などの低い濃度では、日数を重ねるごとに動きが鈍くなり、溶けて死んだ。 
〇130 倍以上の高い濃度では、実験開始から１～２日で死に、そのあと徐々に溶けていった。 
〇比較的低い濃度で分裂しやすい。 
〇基準値の 70～100 倍でプラナリアが大きくなった。 
〇20～30 倍までの濃度で基準値よりも活発に動いていた。 
〇80～100 倍の濃度では、プラナリアの輪郭に凹凸が見られた。 

４.考察  
プラナリアは、基準値の 0.2～130 倍までの濃度下で生存可能である。 

低い濃度と高い濃度では異なった生体変化が見られるため、プラナリアはカルシウムイオン濃度

によって、受ける影響が違う。 
適したカルシウムイオン濃度でないと、分裂したり、溶けたりなどの生体変化が起こる。 
低い濃度での死んだ原因は、カルシウムイオンを取り入れることが難しいためプラナリアが消

化機能を維持できず、自らの消化液でとけてしまうからだということが分かっている。しかし、高

い濃度で死んだ原因が分かっていないため、今後も研究を続けていきたい。 
今回の実験では、最もプラナリアに適したカルシウムイオン濃度を見つけることができなかっ

た。また、休日などの理由で一週間のうち 2 日ほど、プラナリアを観察できなかった日があった。
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入選 
生物 

沖縄県立向陽高等学校 

上原 一路   上原 幸夏   石川 万智 

糸満市真栄里海岸における打ち上げ貝の採集調査Ⅵ 
１.目的  

真栄里海岸は、潮崎町の埋め立て地の南側から、北名城エージナ島の間にあり、遠浅の海に面し

た約 700ｍの砂浜の発達する半自然海岸だ。この海岸で上原（2020）によって 5 年間の調査によ

り 120 科 610 種を確認した。しかし、ここは沖縄県や糸満市による海岸工事計画が立てられてお

り、自然改変と貝類への影響が危惧されている。そこで本研究では、過去５年の調査方法に基づき、

真栄里海岸の打ち上げ貝類相の全体像を把握し、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、保全するための基礎資料とする。 
２.方法  

（１）調査日は 2020 年 9 月 22 日～2021 年 7 月 31 日まで 20 回実施した。 
（２）調査地点 糸満市真栄里海岸の砂浜(約 700ｍ)および潮間帯で実施。 
（３）調査方法 打ち上げ貝は海岸の高潮帯砂浜をくまなく歩きまわり採取した。生貝は藻場・岩

礁・転石および波打ち際を調査した。採取した貝は持ち帰り図鑑類を参考に同定を行った。

また、2015 年から 2020 年まで実施してきたデータと比較することで、今年度の貝の生息

状況に大きな変化がないか考察した。  
３.結果  

○2020 年 9 月～2021 年 7 月までで記録された貝類は、多板綱１科 1 種、腹足綱 70 科 278 種、二

枚貝綱 25 科 89 種、合計 96 科 368 種だった。最頻種はタカラガイ科 31 種、イモガイ科 26 種

の順で多かった。 
○打ち上げ貝は、356 種、生貝は 36 種確認出来た。 
○過去 5 年の調査と比較し、今回の調査で初確認種は 35 種だった。 
○絶滅の恐れのある種(沖縄県版および環境省)は、腹足綱 24 種(8.6％)、二枚貝綱 25 種(28％)、計

49 種(13.3％)だった。また、生息環境毎で比較すると、海藻藻場で 25 種と最も多かった。垂直

分布で見ると 12 種が低潮帯～水深 2.3ｍまでに生息する種だった。 
４.考察  

過去 5 年の調査と生息状況の推移を比較すると今年度もほぼ同レベルの生息状況が確認できて

おり多様な環境は維持されていることがわかる。一方で打ち上げ貝の数は年々減少傾向で生貝は

35 種(昨年 48 種)と減少傾向にある。  
今後陸地からの土砂の流入が増加すると海藻藻場や低潮帯付近に生息する種が急激に減少する

ことが予想される。 
今年度初確認種の 35 種を加えると、6 年間で 645 種が確認出来たことになり、今後の調査で確

認種は更に増加すると思われる。海藻藻場の消失は貝類だけでなく多くの生き物や地球環境の温

暖化防止にも影響を与えることから、この海域のモニタリング調査を継続し、沖縄本島に残される

数少ない、豊かな自然海岸海域の環境保全の指標となる資料作成を目指したい。

－ 348 －



 
 

入選 
生物 

沖縄県立八重山高等学校 

新盛 みゆ    石垣 有那    北浦 玲央    太田 龍魁    王滝 志鷹    土井 勇雅 

八重山高校周辺のクマゼミの研究Ⅱ 

１.目的  
昨年の調査からクマゼミはセンダン・シマトネリコを好むことが分かった。そこで今回は、なぜ

これらの樹種に多く集まるのかを樹液に着目して、その違いがどうセミに影響するのか、調査を行

うことにした。 
２.方法  

１ クマゼミの捕獲について 
（1）調査場所（八重山高校付近）にある樹木にナンバリングし、その樹木の種類を特定した。 
（2）調査区域を一周し、クマゼミを見つけたら捕獲して、記録・測定後、翅にナンバリングし

て元いた場所にはなした。記録・測定項目は① 場所、日付 ② 樹木の種類  ③ 性

別(雌雄)④ 頭幅・体長(ノギスで測定)の４つである。また、再捕獲個体は翅の番号を記

録した。 
２ 糖度計希釈実験について 

砂糖（ショ糖）、ブドウ糖、デンプンを用意し、それぞれの飽和度を希釈して水溶液を作った。

また、その水溶液を駒込ピペットを使って糖度計に滴下し、糖度を計測した。 
3 樹液の調査について 

クマゼミの捕獲調査と同時期に行い、樹木をナイフで浅く彫るように傷つけた。または、樹木

に釘を打った。出てきた樹液を糖度計で計測し、糖度をメモした。記録項目は①日時②天気 

③樹木番号の３つである。樹液を採取する樹木は昨年の研究からクマゼミの捕獲数が多いセ

ンダンと、シマトネリコである。 
３.結果  

１.クマゼミの捕獲について 
捕獲したクマゼミの数は 150 匹で、オスは 70 匹、メスは 80 匹だった。また、昨年と同様大半

がセンダン・シマトネリコで捕獲された。再捕獲については 8 日～12 日後に捕獲、確認するこ

とができた個体が 2 匹おり、クマゼミには一週間以上生きる個体がいることが分かった。 
２．糖度計希釈実験 
砂糖は糖度と溶解度が常に同値となっており、ブドウ糖は溶解度が大きいほど糖度とズレが生

じた。デンプンも僅かに反応する事が分かった。糖度計の値はセミが吸っている樹液の濃度だと

考えてまちがいないと考えられる。 
3.樹液 
クマゼミを多く確認できたシマトネリコは樹液が多く採取できたが、あまり確認できなかった

樹木は、樹液を採取できず、測定不可能となった。また、非常に多くの個体を捕獲できたセンダ

ンの樹液の糖度はシマトネリコの糖度を大きく上回った。 
４.考察  

1 樹木に関して 
  同じシマトネリコの中でもクマゼミが多く集まる木とそうでない木があり、さらに昨年の調査

でもその木が一致していることから、クマゼミには樹種だけでなく樹木の好みもあるのではな

いかと考える。また、その好みの樹木は樹液の違いや日当たりによって分かれているのではない

かと考えた。 
２．樹液  

  クマゼミが多くとまる樹木は、樹液が多く出たこと、クマゼミが止まっていなかったホルトノキ、

モモイロノウゼンなどは樹液が出なかったことから、クマゼミはどの樹木が樹液を多く出すの

か把握しているのではないかと考えられる。また、センダンは糖度が高いためセミが多くいたの

ではないかと考えられる。私有地に生えているシマトネリコでは、警戒心が強いクマゼミが避難

して来るため確認個体数が多くなったと考えられる。  
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入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

吉本 瀧侍    赤嶺 愛花    上原 松十    上原 蓬    岡田 健吾    佐藤 優人 

田中 啓達    田邊 茉也    玉城 清菜    玉城 凜久   野崎 楓夏    畑 信吾 

兵道 静真    牧野 晴紀    松永 花音    大城 遥希   奥原 利来    加藤 璃空 

髙江洲 夕夏   照屋 穂姫    松田 龍希    宮城 海里   宮城 凜     東江 雄飛 

白神 みのり 

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～ part2 
１.目的  

沖縄本島北部大宜味村に位置する辺土名高校は、周囲が海、山、川に囲まれた緑豊かな自然環境

にあり、多種多様な生物を観察することができる。本校では数年前から「バタフライウォッチング」

を行っており、ラインセンサス法を応用して出現するチョウの個体数と出現頻度を調査している。

本研究では令和 3 年に出現したチョウの季節ごとの出現率の変化について調査した。 
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  

周年で最も出現頻度が高かったのはツマベニチョウ、次にリュウキュウアサギマダラ、続いてナ

ガサキアゲハ、イシガケチョウ、リュウキュウミスジであった。出現個体数が多かったのはイシガ

ケチョウ 193 個体、次にナガサキアゲハ 139 個体、続いてアオスジアゲハ 122 個体であった。12
月、1 月でも出現したチョウはキチョウ、タテハモドキ、ウスイロコノマチョウ、ジャコウアゲハ、

ナガサキアゲハ、イシガケチョウ、リュウキュウミスジ、ルリタテハ、リュウキュウアサギマダラ、

アサギマダラ、ツマベニチョウ、モンキアゲハであった。 
４.考察  

ツマベニチョウは出現頻度が最も高かったが、出現個体数は平均的であった。これはどの季節に

おいても観察されたためだと考えられる。一方でナガサキアゲハやイシガケチョウ、アオスジアゲ

ハの出現個体数は 100 以上観察されており、平均 23 個体と比べて極めて多く、出現する時期も長

かったが、12 月～１月にかけて冬には観察されなかった。この 3 種が冬に観察されなかったのは、

ナガサキアゲハは蛹であったことが示唆された。一方でイシガケチョウやアオスジアゲハについ

てはさらなる研究が必要である。 
 季節別の変化を見ると、前年度は春先から夏にかけての時期と秋頃の 2 つの季節で出現するチ

ョウが多かったのに対し、今回は春から秋にかけてチョウの種数は一定して多い結果となった。８

月前後に調査を行えなかったことが原因だと考えられる。 
  また、饒波は前年度同様にまとまった緑の残る環境であることが分かった。経年で研究していく

ことで地元の自然環境の記録を残すことができるとともに、新たな疑問から昆虫の生態について

理解を深めることができる。今後も研究を継続するとともに、新たな視点で自然環境を研究してい

きたい。 
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入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

金城 勇斗 

オオシマルリタマムシの研究 ～食草と産卵木の関係～ 

１.目的  
沖縄にはオオシマルリタマムシという昆虫がいる。緑色の金属光沢のある体背面に 2 本の赤い

すじが特徴である。文献によると本種はクワノハエノキを寄主としており、6～8 月になると出現

し、クワノハエノキの大木に集まるという。本種はごくありふれた種だと私は感じていたのだが、

実は、私が暮らしている地域にはクワノハエノキはあまり自生していない。だが、毎年よく見かけ

るということは、もしかすると、本種はクワノハエノキ以外にも寄主とする植物があるのではない

だろか。この研究は本種がクワノハエノキ以外にも存在するのかを調べる目的で行った。 
２.方法  

実験① 校内にあるクワノハエノキにて本種雌雄 1 匹ずつを採集した。イタジイとオオバギの朽

木にあらかじめノコギリで傷を付けておいたものを用意し、本種の餌となるクワノハエノ

キの葉と一緒に大きめの飼育ケースに入れた。その後に採集した本種を飼育ケースにいれ

た。 
実験② 採集した個体と一緒に下記の植物を飼育ケースに入れ観察した。 

・ウラジロエノキ・カンヒザクラ・アカギ・シマグワ 
３.結果  

実験① イタジイの朽木から本種のものと思われる卵塊を 2 つ採取した。しかし、いずれも意図的

に傷をつけた場所ではなく、他の昆虫の脱出痕と思われる小さな穴に産み付けられてい

た。オオバギの朽木には卵塊は確認できなかった。 
実験② 実験に使用した個体が用意した植物の葉を食べているところ、かじって食べた跡は確認

できず、その個体は開始から 4 日後には死亡した。 
４.考察  

実験① 今回の実験からクワノハエノキ以外の木にも産卵することが分かった。本種の産卵の条

件として、木の種類は入っていないのだろうか。また、成虫の脱出孔は長楕円形であり、

発生木はたやすく区別できる(1996 年 東清二)。この情報をもとに校内周辺に生えてい

る木や朽木を調べてみると、本種の脱出痕がある木を見つけることができた。 
実験② ウラジロエノキはクワノハエノキと同じアサ科のため食べるのではないかと考えたが、

食べることはなかった。文献に書かれてあるようにクワノハエノキしか食べず、嗜好性が

かなり狭いのだろう。 
本種の寄主はクワノハエノキで間違いないが、産卵はそれ以外の木でも行い、幼虫の餌も

クワノハエノキに限らない考えられる。 
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入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

金城 勇斗 

オキナワカブトの研究Ⅳ～ヤマトカブトとの交雑について～ 
１.目的  

沖縄在来のカブトムシであるオキナワカブト Trypoxylus dichotomus takarai はユーラシア大

陸に生息しているタイリクカブト Trypoxylus dichotomus dichotomus の亜種として分類され、九

州以北に生息するヤマトカブト Trypoxylus dichotomus septentrionalis とも亜種の関係にあり、

頭角が小さいなどの形態の違いや生態についても異なるところが見られ、系統的にはあまり近く

ないという。今回の研究では、夏になるとペットショップなどで大量に売られているヤマトカブト

とオキナワカブトとの交雑について検証する。2019 年の研究においてオキナワカブトの雌とヤマ

トカブトの雄との交雑については雑種個体を確認したが、オキナワカブトの雄とヤマトカブトの

雌については、産卵を確認することができなかったので、今回繁殖が可能であるのか明らかにした

い。 
２.方法  

交雑実験：ヤマトカブト♂×オキナワカブト♀、オキナワカブト♂×ヤマトカブト♀のパターン

をそれぞれ 3 ペアずつ実験する。2021 年 6 月 17 日、19 日に下記に記した雌雄ペアのパターンで

プラスチックケースに入れ交尾を促した。交尾の有無にかかわらず、市販の昆虫マット（Petio 育

成マット）を入れたプラスチックケースに雌雄ペアを入れて産卵用セットとした。 
３.結果   

Pt1～3 のヤマトカブトの雄とオキナワカブトの雌のパターンは、雌雄を同じケース入れるとす

ぐに交尾をはじめた。Pt4～6 のオキナワカブトの雄とヤマトカブトの雌のパターンは交尾をする

様子は見られなかった。交雑実験の結果を表 1 に示す。 
Pt1～3 のヤマトカブトの雄とオキナワカブトの雌のパターンは、20 個以上の卵を確認し、孵化し

て幼虫となっている。しかし、Pt4～6 のオキナワカブトの雄とヤマトカブトの雌のパターンは、

交尾を目視によって確認できなかったが、雌雄ペアにして産卵用のケースで飼育していた。Pt4 で

卵が採れ、別容器に移して様子を見たが、孵化せず、幼虫は確認できなかった。 
４.考察   

大城ら（2019）による本校サイエンス部の先行研究において、ヤマトカブトの雄とオキナワカブ

トの雌のパターンは交雑種ができることを確認していたため、今回の研究では、オキナワカブトの

雄とヤマトカブトの雌のパターンも交雑種ができるのか確認することが大きな目的であったが、

今回も卵は採れたが孵化することはなかった。そもそも今回の実験ではオキナワカブトの雄がヤ

マトカブトの雌に交尾を迫る様子すら見られなかった。前回の研究と同様にオキナワカブトの雄

とヤマトカブトの雌からは、その子を得ることはできなかったわけだが、その理由が、繁殖相手と

して認識していないため交尾に至らないのか、大きさの違いや生殖器の形態の違いなどの要因で

交尾がうまくいかないのか、受精後の発生がうまくいかないのかはわからない。今後は交尾に至る

までの雄の刺激が音によるコミュニケーションなのか、性フェロモンなどの物質によるものなの

か明らかにしたい。
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沖縄県立辺土名高等学校 

金城 勇斗    金城 永都 

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Ⅱ

～ 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、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、オキナワカブトやヒラタクワガタも集まるようになった。校内にある灯下での

発見も多く、周辺の森林から飛来していると考えられる。これらをふまえて、クワガタムシの行動

範囲や移動距離について明らかにするために研究をはじめた。環境の異なる 2 か所を設定し、低地

は校庭を、山地は名護市にある山の林道沿いを調査地とした。校庭においては学校周辺に多く生息

しているヒラタクワガタを、山地についてはヒラタクワガタと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た。 
２.方法  

Ⅰ．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 
Ⅱ．山地（名護市林道沿い）におけるオキナワヒラタクワガタとリュウキュウコクワガタの標識再

捕法を用いた調査 
３.結果  

Ⅰ．事前に学校周辺で採集し、ストックしていたオキナワヒラタクワガタ 30 匹にナンバリングを

行い、2021 年 9 月 6 日、ａ．環境棟前のシマトネリコの根元、ｂ．変電所近くのシマトネリ

コの根元、ｃ．グラウンドの真ん中付近に 10 匹ずつを放虫した。9/8、9/9、9/15 の 3 日間

19:30～21:00 の時間帯にトラップを回り、クワガタを採集し、確認した。その結果を表１に

記す。9/22 に寮の外灯下で採集した個体がグラウンドで放虫した標識個体であったので、記

録として残した。ａの放虫場所には 4 個体が留まっていた。t3 で確認された標識個体は b の

放虫場所からの移動で約５ｍの移動であった。9/2 に寮の外灯で採集された個体はグランドの

真ん中で放虫した個体であったことから、直線距離にして約 150 メートル移動したことが確

認された。 
Ⅱ．再捕獲による違うトラップへの移動は確認できなかった。 

４.考察  
Ⅰ．標識再捕法は本来その地域の個体数を推定する研究として用いられるが、今回の調査では採集

できた総個体数が少なかったため、移動範囲についてのみ考察する。放虫場所ｂから t3 まで

の５m の移動は歩行によっても可能であると考えられるが、放虫場所ｃであるグラウンドか

ら、採集された寮までは直線距離で約 150ｍあり、体育館など建物の障害物もあるので、飛翔

して移動したと考える方が適当であろう。野生個体の飛来も少なからず確認できたため、周囲

の森林などから飛翔によって移動してきていると推察される。 
Ⅱ．各トラップにおいて再捕獲された標識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。クワガタムシの野外における食料については、主に樹液で

あると考えられるが、バナナトラップなど餌となる食べ物がある場合、昼間は近くに隠れて留

まり、夜間になると餌を求めて出現すると考えられる。

－ 353 －



 
 

入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

上原 蓬    知念 珠里亜    森 咲楽      金城 勇斗  金城 永都   比嘉 陽人 

仲地 星空    古藏 海仁    名嘉 飛悠雅   田中 聖也  比嘉 健吾    神村 琥寅 

神吉 俊司郎   大城 響     市川 渓大 

水辺の野鳥調査～やんばるは渡り鳥の楽園！～ 
１.目的  

本校環境科では、学校周辺の大宜味村と国頭村を中心として水辺の野鳥調査を継続して行って

きた。亜熱帯に位置する沖縄島では、越冬のために訪れる冬鳥や旅鳥の飛来が多く、まれに訪れる

迷鳥の存在はバードウォッチャーを楽しませている。2014 年からモニタリング調査をしている喜

如嘉ターブクと大保ダムビオトープについて、秋から春にかけての冬季を中心に観察し、渡ってく

る時期や越冬の期間などについて考察する。 
２.方法  

Ⅰ．喜如嘉ターブク（水田や畑）でのラインセンサス調査 
Ⅱ．大保ダムビオトープにおけるスポットセンサス調査 
Ⅲ．新聞やバードウォッチャー、新聞などの目撃情報から迷鳥を観察する自動車を用いたロードセ

ンサス調査 
３.結果  

Ⅰ．喜如嘉ターブクでの調査は、継続研究であるが、渡り鳥が飛来する個体数や種数が減少してい

る。 
Ⅱ．大保ダムビオトープにおける調査も環境科の環境測定という授業で継続的に観察しているが、

毎年迷鳥が飛来し、多様性の高い場所である。冬の渡りのはじめである 9/24 の調査では、旅

鳥であるクロハラアジサシを 3 羽確認した。11/23 の調査では、ハイイイロガン 5 羽、オオヒ

シクイ１羽などの迷鳥を確認した。 
Ⅲ．8/25 に名護市古我知の水田にてジャワアカガシラサギ１羽を 11/16 に国頭村鏡地で迷鳥のク

ロツラヘラサギを 4 羽、11/21 に国頭村奥間の畑地でヒシクイを２羽、11/23 に大宜味村大保

の畑地でオオヒシクイとヒシクイをそれぞれ１羽づつを観察した。 
４.考察  

Ⅰ．喜如嘉ターブクにおいて渡り鳥が減少している理由としては、水を張っている水田が減ったこ

と、作物がオクラレルカに単一化されたことなどが考えられる。農薬を使用しているか否かは

定かではないが、水路にはヒョウモンドジョウやタメトモハゼなどの在来淡水魚も生息して

いるため、直接的な理由ではないと考える。 
Ⅱ．大保ダムビオトープは本ダムと比べると、野鳥の種類数、個体数ともに多い。渡り鳥ではない

が留鳥であるヤンバルクイナも定着している。植物性の食べ物を好むオオバンや多くのカモ

類と動物性の食性を好むカイツブリやサギ類など両方の食性の野鳥が越冬できる環境がある

ため、多種多様な渡り鳥が訪れると考えられる。 
Ⅲ．今年は例年以上に迷鳥が多く出現したが、これが地球規模における温暖化の影響などで渡りの

ルートが変わってきているのかは定かではない。 
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入選 
地学 

沖縄県立那覇高等学校 

名護 苺奈    大谷 羽礼    新田 隼人    瀧澤 健斗    新垣 杏華 

大城 日和    下地 凜      伊計 輝       長嶺 ゆりか 

おいだせコロナ 2  

～エアコンと扇風機を併用した換気効率について～ 
１.目的   

昨年度から新型コロナウイルス蔓延防止のために那覇高校では、常に教室の四隅のドアを 10cm
開けるという換気方法を取り入れており、その方法だけで本当に効果があるのか、他に効率的な方

法がないのかを先輩方が研究を行った。その結果、扇風機を使わずに換気を行う場合は対角線上の

窓を開け、扇風機を使う場合は、教室の真ん中に設置するとより効率的に換気できると分かった。

また、10cm という指定にこだわらなかった場合、四隅を全開にしたほうが良いことが分かった。 
 しかし、昨年度の研究ではエアコンを利用しない季節での検証実験だったので、今年度本校が行っ

ている換気方法と条件が異なっているため、今年度はエアコン使用時に扇風機と併用した教室内

の換気効率の違いについて研究を行った。 
２.方法  

【仮説】 
  ①エアコンをつけると、エアコンをつけない場合よりスムーズに換気できるのではないか。 
  ②エアコンには、扇風機ほど換気の効率を上げる効果は無いのではないか。 

【研究方法】 
 フォグマシンを使って教室内部に煙を充満させ条件や組み合わせを変えて換気を行う。その際

気温・湿度、風速について記録し、設定した条件がクリアーできるまでにどのくらい時間がかか

ったのか実験した。 
３.結果   

実験結果から、昨年度扇風機だけの換気よりもエアコンと扇風機を同時に使用したほうが早く

換気ができるとわかった。かかった時間としては「エアコンのみ＜扇風機のみ＜エアコン・扇風機

併用」となった。また、前後４つの出入口すべてを 10 ㎝あけるより対角線上の出入口を 10 ㎝開

けたほうが換気にかかる時間が早かった。特に教室の中央付近に空気の停滞する部分があったの

だが、中央部に扇風機を設置すると効率が上がった。 
  このことから、エアコンの吹き出し口の場所にもよるが、エアコンの風が教室中央に集めやすい

傾向があり、それに加えてその付近に扇風機を設置したことで空気の流れが改善されたと考えら

れる。さらに、出入口を４カ所開けるより対角線の２カ所のほうが早かったのは、扇風機とエアコ

ンがつくった空気の流れを、その他の対角線上の２カ所から出入りする風が妨げてしまったから

ではないかと考えられる。 
４.考察   

エアコン吹き出し口の方向や教室の位置によって結果が変わる可能性もあり、全ての教室でこ

の方法が１番効率が良いとは言い切れないが、今回の研究を通してエアコンと扇風機を併用し教

室の対角線 2 か所の窓を 10cm 開けることでスムーズに換気が進むことが分かった。今後はさら

に様々な条件の下での換気の効率について調べることを課題としたい。
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入選 
地学 

沖縄県立開邦高等学校 

森屋 椋太    仲村 心李    喜屋武 葉那   中村 英夫   山内 昌臣   神谷 那央 

～弁ヶ岳が危ない？！～土砂災害の起こる原因と防災 
１.目的  

近年、沖縄や日本だけでなく世界各地で土砂災害が増加している。開邦高校は校舎の隣に弁ヶ岳

があり、弁ヶ岳は那覇市の土砂崩れ警戒地域とされているのでいつ土砂崩れが起きてもおかしく

ない。また、土砂災害には種類がいくつかあり、それによって防災の仕方も変わるのではないかと

思い、土砂の崩れ方を調べることになった。 
 土の種類や層の作り方、傾斜などによる土砂の崩れ方の違いを調べ、弁ヶ岳の地質と照らし合わ

せ、適切な防災の仕方を考える。 
２.方法  

弁ヶ岳の観察を行い、その結果をもとに実験装置を作成する 
・土の粒の大きさを 2 種類に分ける。 
・傾きを弁ヶ岳の傾斜（30 度）にそろえる。 
・かける水は霧モード（水の量は考慮しないとする） 
<実験 1> 土を二層にし、下層は大きい粒に上層は小さい粒にして水を流す 
<実験 2> 土を弁ヶ岳と同じ硬度になるように押し固めて、水を流す 
<実験 3> 土を乾燥させたあと、再度水を流す 

３.結果  
<実験 1> 大きい粒の層と小さい粒の間に水が入り込み、上層が地滑りのように崩れた。一回段差

ができるとそこから崩れやすくなる。また、土の粒の大きさや硬度の違う層があるとそ

こから水が入り込み、時間が経つと中央付近から大きく土砂が崩れる。 
<実験 2> 全体を同じように押し固めて実験を行った所、土全体が水を吸収し、同時に硬い土の表

面を削るように水が流れていった。 
<実験 3> 上層部では水が浸透したが、時間が経つにつれて水が表面を流れるようになった。下層

部では水が浸透せず崩れなかった。 
４.考察  

実験 1 より、粒が大きく硬度が緩いと土砂が崩れやすくなる。 
実験 2 より、硬度が高いと土全体が少しずつ水を吸収すると同時に、硬い土の表面を伝って水が

流れるため表面だけが崩れていく。 
実験 3 より、乾燥した状態だと下層部にだけしか水が行き渡らなかったが、繰り返し行って土が

濡れてくると地盤が緩くなり土砂災害が起こりやすくなる。 
弁ヶ岳と照らし合わせると、弁ヶ岳の土は粒が大きく、隙間も多いため、大雨が降ると水を多く

含むことで地盤がゆるくなり土砂崩れが起きる可能性が高いと考えられる。防災としては、弁ヶ岳

の道路わきの斜面には法枠工が施されているため、水だけ流れ土砂が道路に流れ出てくるのをせ

き止める効果がある。また、地面に根を張っていた木が法枠工と同じような役割を果たしていると

考えた。よって、多くの木を生やすことで地盤の強度が増し、土砂災害を防ぐことにつながる。
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入選 
地学 

沖縄県立向陽高等学校 

新城 陽菜    八幡 花香    牧草 美春 

沖縄本島南部地域における赤土等流出の研究 

１.目的  
赤土が及ぼす環境被害を改善し、赤土の流出を削減すること。 

２.方法  
透視度測定法 

① 試料水を振り混ぜる。 
② 上から覗きながら筒に試料水を静かに注ぐ。 
③ キャップの二重線が十字に見えるようになったら、試料水を注ぐのをやめる。 
④ 試料水層の底面からの高さ（㎝）を読む。 

SS 濃度 
① ろ過材をあらかじめろ過器に取り付け、水で十分に吸引洗浄する。このろ過材を 105℃～110℃

の乾燥器中で二時間乾燥し、デシケーター中で放冷した後、質量を求める。 
② このろ過材を適当なろ過器に固定し、編み目２㎜のふるいを通した試料の適量(乾燥後の浮遊質

量が 5 ㎎以上になるようにする)を注ぎ入れ、吸引ろ過する。さらに吸引を続けながら試料容器

及びろ過器の壁に付着した浮遊物質を水でろ過材の上に洗い落とし、これを水で数回洗浄した

後、水分をできるだけ吸引する。 
③ このろ過材をろ過器から取り外して時計皿等の上に移し、105～110℃の乾燥器中で二時間乾燥

した後、デシケーター中で放冷する。  
④ このろ過材及び浮質の質量を量り、次式によって試料の浮遊物質量を算出する。浮遊物質量(mg/

ｌ)＝（a-b）×（1,000/試料量(ml)) 
３.結果  

米須海岸の透視度： 
 降水量が多い日に採取した試料水は、4cm と低かった。雨が続いている日の透視度はあまり変

化が見られなかったが、降水後晴天が続くにつれて 49cm まで上がった。降り終わりから透視度が

一気に上がらず、16 日間かけて徐々に上がっていった。 
米須海岸の SS：降水量が多い日に採取した試料水は 278.4ｍg/l と高くなり、晴天の日が続くに

つれて 9.0mg/l と低くなった。垣花樋川の透視度：透視度は透明度が高く測定不能。垣花樋川の

SS：降水量に関わらず 0 ㎎/l であった。 
４.考察  

米須海岸は海抜が 1ｍと低く、周囲に耕作地が多く見られたのでその分、雨の影響で土壌が流れ

込んできやすいためこの結果になったと考えた。 
一方、垣花樋川は海抜が 109ｍととても高く、耕作地があまり見られなかった。そのため土壌が

流れてこないのではないかと考えた。
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入選 
地学 

沖縄県立向陽高等学校 

島 ミラ    中込 しきぶ    金城 汐花 

沖縄本島南部地域における湧水の水質と地質・土壌との関係 

１.目的  
沖縄本島南部地域の湧水の安全性を確認することを目的とし、湧水の特徴を明らかにし、水質を

調べ、湧水が受けている影響と、調査地点の地質・土壌との関係、気象との関係性を探る。仮説と

して降水後、湧水中の窒濃度が低くなること、降水後に濁度が高くなること、降水後 pH の値は酸

性に近くなることとした。 
２.方法  

晴れの日と降水後一定期間の湧水をサンプリングし、現地でマルチ水質計を用いてそれぞれの

項目を測定、学校でパックテストでの測定、琉球大学の協力のもと分析機器での測定を行った。 
３.結果  

降水後、七日間に米須海岸湧水の水質の変化が見られた。pH は変化がなく、日がたつにつれて

酸素要求量の値が低下していった。硝酸の値は増加し、濁度は降水二日後の最高値から徐々に低下

した。電気伝導度の値は二日後に最低値をとり、最高値まで上昇した。 
米須と垣花での比較では、垣花は米須に比べて濁度が常に０で一定だった。 
電気伝導度については垣花は常に一定の値をとった。酸素要求量は米須が垣花よりも低く、硝酸

は米須が 5 ㎎／L、垣花が０㎎／L だった。 
米須での SS とリンの相関は１に近いことから強い正の相関がみられた。 

４.考察  
日がたつにつれ酸素要求量の値が低下したことは降水後の急な水の流れによって、有機物が流

されたためだと考えられる。降水後、高かった濁度が日が経つにつれて下がったのは降水後の影響

が出るまでに時間差があったためだと考えられる。硝酸が 1mg から 5mg まで上がったのは硝酸

は数値に反映されるまでに時間がかかるため降水後の影響の遅れが見られたと考えられる。 
これまでは湧水の流速は遅いため、地下水の出口である湧水にはほとんど SS が含まれていない

と考えられていたが、SS とリンが検出されたことからリンが SS に吸着しやすいためだと考えら

れる。 
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入選 
地学 

沖縄県立北谷高等学校 

宮國 愛七美    新垣 舞果    東江 杏    東 紋伽里 

教室内における浮遊塵の解析 

 
１.目的   

新型コロナウイルス感染症拡散防止のために，私たちの生活にマスクが欠かせなくなって 1 年

以上が経過した。そんな中で，私たちはマスクに付着するほこりについて興味を持った。現在，学

校における教室内の浮遊塵に関する研究はほとんどなされていない。私たちは夏休みにおいてほ

とんど密室になり，空気の流動が少なくなった状態で教室内における浮遊塵をトラップし，無風状

態における教室内室内塵の解析を行うことにした。 
 

２.方法  
浮遊塵は，2021 年 8 月 1 日から 8 月 31 日までの 1 ヶ月間，人の移動が起こらない状態の教室

でトラップした。トラップにはスライドガラスにワセリンを塗ったものを用い，教室前方である黒

板上部と，教室後方である掃除用具入れ上部にトラップした。トラップした浮遊塵は顕微鏡(Kenis，
JLB-600M)で検鏡し，デジタルカメラで撮影して観察およびその数と種類の解析を行った。 
 

３.結果  
回収できた浮遊塵を顕微鏡で観察したところ，線維やチョークなど非生物由来の浮遊塵と皮ふ

片，ダニ，昆虫,菌類などの生物由来の浮遊塵が確認できた。掃除用具入れ上部と黒板上部の浮遊

塵の種類と数を比較したところ,掃除用具入れ上部ではダニや昆虫が,黒板上部では皮ふ片やチョ

ークの粉末が多く確認された。大きさの比較をしたところ,昆虫やダニが有意に大きく,線形の浮遊

塵の幅に有意差は見られなかった。 
 

４.考察  
本研究から，教室内を漂っている浮遊塵には，生物由来の毛や皮ふ片，ダニや昆虫類が確認でき

た他，非生物由来のチョーク粉末，線維なども浮遊していることが分かった。このように教室内で

は多種多様な浮遊塵が,1 ヶ月あまりの間浮遊し続けているが，これらは小さくて軽いものや，薄い

ものが多く，何らかの理由で床や壁から舞い上がった塵が浮遊塵になっていると考えられる。
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入選 
産業 

沖縄県立中部農林高等学校 

奥濱 莉菜    桑江 優璃    島袋 愛梨    島袋 稟麻    平良 瑠愛奈 

地域特産物である山芋の普及を目標とした取り組み  

～山芋焼酎の試験醸造～ 
１.目的   

中部農林高校・食品科学科では、地域特産物の山芋の普及に取り組んできた。これまではアイス

クリーム、ケチャップなどを製造し、試食会や各地のイベントへに参加するなどの活動を行ってき

た。 
  山芋には厚くて硬い皮があり、重さで 3 割程度を捨てる必要があった。皮を捨てずに加工するこ

とで、さらなる普及につながると考えた。 
２.方法   

①焼酎を製造するために製造免許を取得する 
 ②山芋ペーストを作るために皮ごと蒸して味噌漉し機にかける。 
 ③米コウジと山芋ペースト合わせて、モロミを作る。 
 ④モロミを発酵させ、蒸留を来ない焼酎を作る。 
 ⑤山芋焼酎の成分分析と官能検査を行う。 
３.結果   

①山芋を 20 分蒸すことで、皮ごとペーストにすることができた。 
 ②山芋ペーストと米コウジを合わせて、モロミを作った。 
 ③モロミを発酵させ蒸留し、山芋焼酎を作ることができた。 
 ④山芋焼酎のアルコール収得率は、約 10％だった。 
 ⑤米コウジと山芋ペーストとの割合は、甘さと辛さでは 1:1.5、香りと後味については、1:2 の評価

が高かった。 
 ⑥山芋焼酎の甘さはエタノール、香りはイソアミルアルコールとの関係が見られた。 
 ⑦香気成分は、米焼酎や吟醸酒の特徴であるカプロン酸エチルが多く含まれていた。 
４.考察   

地域の特産物である山芋を皮ごと利用したペーストを原料として、山芋焼酎を作ることができ

た。アルコール収得率の低さが課題となったが、発酵期間が泡盛よりも短いということ、試飲では、

香りにクセがなく、甘くてすっきり飲めるので、おいしいという評価だったので、山芋焼酎の製品

としての有用性があると考えられた。 
 また。山芋をペーストにして、冷凍貯蔵することで原料の確保と供給の安定性につながる。 

 今後は、使用する水の量や添加する酵母の量、発酵の温度を変えて、より多くのアルコールが回収

できる組み合わせを見つけることが課題である。 
 アルコール収得率の課題を解決することで、新しい製品として山芋焼酎を製品化することがで

きれば、山芋のより一層の普及に貢献できると考察された。
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入選 
産業 

沖縄県立中部農林高等学校 

奥田 心優    具志堅 菖    比嘉 菜海    平山 佳乃莉    松林 聖和 

地域特産物である山芋の普及を目標とした取り組み  

～山芋パンの開発～ 
１.目的   

中部農林高校・食品科学科では、地域特産物の山芋の普及に取り組んできた。これまではアイス

クリーム、ケチャップなどを製造し、試食会や各地のイベントへに参加するなどの活動を行ってき

た。 
  山芋には厚くてかたい皮があり、重さで 3 割程度を捨てる必要があった。皮を捨てずに加工する

ことで、さらなる普及につながると考えた。 
２.方法   

①山芋ペーストを作るために皮ごと蒸して味噌漉し機にかける。 
 ②山芋あんを作るために山芋ペーストに砂糖を加え製あんする。 
 ③山芋パンの原料配合を決定するために、試食アンケートを行う。 
 ④山芋の栄養成分について分析を行う。 
 ⑤普及活動として、地域のパン屋への PR や一般向けの販売を行う。 
３.結果   

①山芋を 20 分蒸すことで、皮ごとペーストにすることができた。 
 ②山芋ペーストに砂糖を加え、湯煎しながら攪拌することで、約 2 時間で山芋あんを作ることがで

きた。 
 ③山芋パンの試食アンケートを行い、塩の割合を 7%に決定した。 
 ④山芋パンは、見た目、味、食感ともに年齢、性別を問わずに幅広く受け入れてもらえることが分

かった。ヤマイモの皮についてもほとんどの人が気にならないと回答した。 
 ⑤市販の紅イモあんと比較して、カロリー、炭水化物、ナトリウムが多く、タンパク質、脂質、水

分が少なかった。 
 ⑥抗酸化物質のポリフェノールがコーヒーやワインと同等に含まれていることが分かった。 
４.考察   

地域の特産物である山芋を皮ごと蒸してペーストにすることで、皮ごと利用できることが分か

った。また、ペーストに砂糖を加え、製あんすることで山芋パンを作ることができた。 
  山芋パンは、年齢、性別を問わずに幅広く受け入れられ、皮も気にならないという評価だったの

で、山芋を皮ごとペーストにした山芋パンの有用性が高いと考えられた。さらに山芋を皮ごと加工

することで機能性成分である抗酸化物質のポリフェノールがコーヒーやワインと同等に含まれて

いることが明らかとなり、機能性食品としても期待できる。 
 今後も山芋パンや山芋あんの PR を継続することで、山芋の普及が進むと考察された。
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入選 
産業 

沖縄県立北部農林高等学校 

大田 清音    岡本 幸姫音    照屋 光梨    前田 琉理 

宮平 心愛    湧川 真鈴      石川 香奈 

県産麦、麦芽抽出液を使用した新しいパンの開発 

～県産麦の消費拡大を目指して～ 
１.目的  

研究のきっかけは、黒糖が 1 万 6 千トンも売れ残っていることを知ったからです。サトウキビ

以外にも、台風の影響が少ない作物を調査した結果、「小麦と大麦」に注目しました。   
私たちは県産麦、麦芽抽出液を使用した新しいパンの開発を行うことを目的に研究を始めまし

た。この研究によって、県産麦の消費が拡大し、麦栽培農家の収益が上がることで、地域活性化に

繋げていきたいと考えています。 
２.方法  

特徴的な苦みをパンに加えたいと考えたので、原料の種類が少ないハード系パンを選びました。

また製法は、ストレート法を選びました。 
①パン製造で使用する麦芽抽出液は、食品製造の教科書を参考にしました。 
②小麦・大麦は伊江島産を使用しました。 
③パンの製造については、名護市内のパン屋から指導を受けました。 
④レシピ及び製造工程の開発をしました。 
⑤アンケート調査（学校職員・地域住民対象）を定期的に実施しました。 
⑥校内販売を実施しました。 

３.結果  
【麦芽抽出液について】 
①麦芽抽出液の製造は 3 回行い、平均糖度は 10 度でした。 
②麦芽抽出液の苦みについては、「国際苦味単位（IBU）」をもとに分析の結果、IBU は 40 でした。

苦みを高めるため、ホップの添加量を 3g→6g、煮沸時間を 20 分→30 分にした結果、IBU が 87
のとても苦い麦芽抽出液が完成しました。 

③得られた抽出液の使用量を 50ml と 100ml で比較しました。結果、100ml 使用したとき、褐色

の焼き色と香りが強くなりました。 
④生地の最終発酵は、38℃、湿度 80%の条件で 60 分が最適でした。 
⑤天板ではなく、鉄板で焼成すると、生地の膨らみと食感が良くなりました。 
⑥焼成温度は上下 240℃で 12 分が最適でした。 
⑦アンケート調査１回目と５回目を比較した結果、「苦みがしない」という回答が、40％から 20％
に減少しました。 

⑧校内販売で、270 個販売することができました。結果、県産小麦は 1800g、県産大麦は 180g を

使用しました。 
４.考察  

①ホップ入りの麦芽抽出液の苦みは、添加量だけではなく、煮沸時間を延ばすことが重要であるこ

とがわかった。また IBU が 40 では苦みに気づきにくいが、数値が 87 だと美味しい苦みとして

認識されることがわかりました。 
②麦芽抽出液の添加量を増やすことで焼き色が強くなったのは、抽出液に含まれる麦芽糖が、生地

表面でメイラード反応を起こしたと考えられます。 
③天板に比べ鉄板で生地を焼成することで、生地の膨らみが増した理由は、生地の底面に直接オー

ブンの加熱温度が加わることで、発酵によってできた炭酸ガスの気泡が加熱され膨張し、それを

包み込んでいるグルテンの膜も伸びてボリュームがでたと考えられます。
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優秀指導者賞
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優　秀　指　導　者　賞

玉　城　新　子

宮　城　耕　一

那覇市立石嶺中学校

沖縄県立北部農林高等学校
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第 44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

－ 365 －



上位賞作品発表

動画コンテンツ

上位賞作品発表

動画コンテンツ

沖縄県知事賞
標識再捕獲法を⽤いたクマゼミの個体数推定

（浦添市⽴浦添中学校）

沖縄県知事賞
未利⽤資源を活⽤したアセローラ新商品開発

〜本部町が⽣んだ⼩さな⾚い妖精に
⼤きな夢をのせてpart２〜
（沖縄県⽴北部農林⾼等学校）

沖縄電⼒社⻑賞
アルキメデスの原理から浮⼒を考える

（⽔中を進め！潜⽔艦）
（私⽴沖縄カトリック⼩学校）

沖縄電⼒社⻑賞
鳩間島のヤシガニについて パート６

甲羅の紋様を利⽤した個体識別⽅法の検証と
ヤシガニのハサミの⼒測定・飼育観察

（⽯垣市⽴⼤浜中学校）
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沖縄県教育⻑賞
島ヤギの⽑⾊遺伝について

〜メンデル遺伝で証明できるのか？〜
（沖縄県⽴辺⼟名⾼等学校）

沖縄県教育⻑賞
世界⼀かわいいタニシ！？アオミオカタニシの謎

（沖縄市⽴⼭内⼩学校）

沖縄県教育⻑賞
命をつなげ！

ツマグロヒョウモンかんさつけんきゅうNo.3
（私⽴沖縄カトリック⼩学校）

沖縄県教育⻑賞
よく回るコマのなぞ
（那覇市⽴⽯嶺中学校）

沖縄県教育⻑賞
バナナセセリ〜その不思議な⽣態にせまるPart３〜
（国⽴⼤学法⼈琉球⼤学教育学部附属中学校）

沖縄県教育⻑賞
SDGsからの挑戦状！

「ウチナーフードで⾷品ロスを減らせ！！」
〜規格外トマトの廃棄量削減に向けた取り組み〜

（沖縄県⽴中部農林⾼等学校）
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環境奨励賞
おむつのふしぎ part4
〜SDGｓへの第⼀歩〜
（沖縄市⽴⽐屋根⼩学校）

環境奨励賞
⾝のまわりにある植物調べ
（本部町⽴上本部中学校）
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上位賞作品発表 出演作品⼀覧上位賞作品発表 出演作品一覧

賞名 作品名 学校名

標識再捕獲法を⽤いたクマゼミの個体数推定 浦添市⽴浦添中学校

未利⽤資源を活⽤した アセローラ新商品開発
〜本部町が⽣んだ⼩さな⾚い妖精に ⼤きな夢をのせて part２ 〜

沖縄県⽴北部農林⾼等学校

アルキメデスの原理から浮⼒を考える（⽔中を進め！潜⽔艦） 私⽴沖縄カトリック⼩学校

鳩間島のヤシガニについて パート６
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ハサミの⼒測定・飼育観察

⽯垣市⽴⼤浜中学校

世界⼀かわいいタニシ！？アオミオカタニシの謎 沖縄市⽴⼭内⼩学校

命をつなげ！ ツマグロヒョウモンかんさつけんきゅう№3 私⽴沖縄カトリック⼩学校

よく回るコマのなぞ 那覇市⽴⽯嶺中学校

バナナセセリ〜その不思議な⽣態にせまる Part３〜 国⽴琉球⼤学教育学部附属中学校

島ヤギの⽑⾊遺伝について〜メンデル遺伝で証明できるのか？〜 沖縄県⽴辺⼟名⾼等学校

SDGsからの挑戦状！「ウチナーフードで⾷品ロスを減らせ！！」〜規格外トマトの廃棄量削
減に向けた取り組み〜

沖縄県⽴中部農林⾼等学校

おむつのふしぎ part4 〜SDGｓへの第⼀歩〜 沖縄市⽴⽐屋根⼩学校

⾝のまわりにある植物調べ 本部町⽴上本部中学校

屋部川周辺の⿃類調査Ⅴ〜開発は⿃類相に影響を与えたか？〜 沖縄県⽴名護⾼等学校

沖縄電⼒社⻑賞

沖縄県知事賞

沖縄県教育⻑賞

環境奨励賞
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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

⼩学校① ⼩学校②

⼩学校③ ⼩学校③

中学校① 中学校②

⾼等学校① ⾼等学校②
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研究取り組みに関するコメント 出演作品⼀覧

作品名 学校名

てんきのかんさつ 私⽴沖縄カトリック⼩学校

沖縄の海の⽔質検査とプランクトン 那覇市⽴天久⼩学校

命をつなげ！ ツマグロヒョウモンかんさつけんきゅう№3 私⽴沖縄カトリック⼩学校

世界⼀かわいいタニシ！？アオミオカタニシの謎 沖縄市⽴⼭内⼩学校

発根・発芽にかかる時間と種⼦のサイズとの関係について ⽵富町⽴上原⼩学校

⼆⼗⽇ネギの観察〜おいしいねぎとは〜 糖度と官能試験結果 那覇市⽴城⻄⼩学校

めざせ！世界⼀のたい空型紙ひこうき！ ⼋重瀬町⽴⽩川⼩学校

アルキメデスの原理から浮⼒を考える（⽔中を進め！潜⽔艦） 私⽴沖縄カトリック⼩学校

⼀番遠くに⾶ぶ物質と⼤きさⅡ 那覇市⽴松島⼩学校

海洋ゴミ 〜沖縄の美ら海は⼤丈夫？〜 いつまでも⾒たい海！遊びたい海！を守りたい 宜野座村⽴松⽥⼩学校

知念の海の⽣き物を守ろう 南城市⽴知念⼩学校

⾊の合成について 南⾵原町⽴北丘⼩学校

チョウの研究 与那原町⽴与那原⼩学校

⾝のまわりにある植物調べ 本部町⽴上本部中学校

標識再捕獲法を⽤いたクマゼミの個体数推定 浦添市⽴浦添中学校

バナナセセリ〜その不思議な⽣態にせまる Part３〜
国⽴⼤学法⼈琉球⼤学教育学部附属中学
校

イソギンチャクはどれくらいの温度まで耐えられるのか？
〜イソギンチャクも⾼温で⽩化しちゃうのか？〜

名護市⽴屋我地中学校

鳩間島のヤシガニについて パート６
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ハサミの⼒測定・飼育観察

⽯垣市⽴⼤浜中学校

紙と⽔の結びつき 〜いろいろな⽅法でやってみた〜 本部町⽴上本部中学校

ストレスバスタースライムの秘密 浦添市⽴浦添中学校

⾷⾍植物 ハエトリグサ 浦添市⽴仲⻄中学校

未利⽤資源を活⽤した アセローラ新商品開発
〜本部町が⽣んだ⼩さな⾚い妖精に ⼤きな夢をのせて part２ 〜

沖縄県⽴北部農林⾼等学校

島ヤギの⽑⾊遺伝について〜メンデル遺伝で証明できるのか？〜 沖縄県⽴辺⼟名⾼等学校

おいだせコロナ2 〜エアコンと扇⾵機を併⽤した換気効率について〜 沖縄県⽴那覇⾼等学校

SDGsからの挑戦状！「ウチナーフードで⾷品ロスを減らせ！！」〜規格外トマトの廃棄量削
減に向けた取り組み〜

沖縄県⽴中部農林⾼等学校

新種リュウジンオオムカデの⾷性について〜トビズムカデとの⽐較から謎の⽣態を明らかにす
る〜

沖縄県⽴辺⼟名⾼等学校

研究取り組みに関するコメント 出演作品一覧
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Mr カガックのサイエンスショーMr カガックのサイエンスショー

1.錯視 2.共振

3.磁⽯ 4.空気
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第 44 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　副社長執行役員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（研究開発部担当役員）

　　　副 委 員 長　　　高　原　景　滋　　　カーボンニュートラル推進本部　研究開発部長

　　　委　　　員　　　益田原　辰　彦　　　内部監査室長

　　　　　〃　　　　　喜　納　　　篤　　　防災室長

　　　　　〃　　　　　上　間　　　淳　　　取締役　執行役員　企画本部　企画部長

　　　　　〃　　　　　佐久本　達　哉　　　執行役員　企画本部　事業開発部長

　　　　　〃　　　　　宮　城　喜一郎　　　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　　　カーボンニュートラル推進本部　理事環境部長

　　　　　〃　　　　　糸　数　昌　英　　　執行役員　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　執行役員　経理部長

　　　　　〃　　　　　仲　嶺　　　真　　　資材部長

　　　　　〃　　　　　島　袋　尚　弘　　　用地部長

　　　　　〃　　　　　嘉味田　朝　紀　　　販売本部　理事販売企画部長

　　　　　〃　　　　　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　　　執行役員　送配電本部　配電部長

　　　　　〃　　　　　仲　程　　　拓　　　取締役　執行役員　発電本部　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　　　石　原　　　啓　　　沖縄県高等学校理科教育研究協議会　会長

　　　副 委 員 長　　　玉　村　かおり　　　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

　　　　　〃　　　　　泉　　　祐　正　　　研究開発部　企画管理グループマネージャー

　　　　　〃（事務局長）　　　赤　嶺　尚　樹　　　沖縄県教育庁県立学校教育課　指導主事

　　　　　〃 (事務局次長 )　　　仲　村　昌　之　　　研究開発部　企画管理グループ長

　　　　　〃（事務局員）　　　下　地　　　豊　　　沖縄県教育庁義務教育課　指導主事

　　　　　〃 (　〃　)　　　大　城　　　尚　　　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

　　　　（23 名）　　　 山　城　　　富　　　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

　　　　　　　　　　　新　垣　光　功　　　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　　　元　宜野湾市立博物館

　　　　　　　　　　　濱　口　寿　夫　　　護佐丸歴史資料図書館

　　　　　　　　　　　戸　田　　　守　　　琉球大学熱帯生物圏研究センター

　　　　　　　　　　　髙　見　伸　江　　　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

　　　　　　　　　　　下　地　　　豊　　　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

　　　　　　　　　　　仲　里　信　哉　　　那覇市教育委員会

　　　　　　　　　　　宮　平　光　二　　　金武町教育委員会

　　　　　　　　　　　塩　浜　　　浄　　　県立総合教育センター産業教育班

　　　　　　　　　　　兼　次　あかね　　　県立総合教育センター産業教育班

　　　　　　　　　　　清　水　洋　一　　　琉球大学教育学部非常勤講師

－ 375 －



第 44 回沖縄青少年科学作品展応募作品一覧表

１．校種別及び教科領域別応募作品数

小 学 校 中 学 校 高 校 合 計 率（％）

物 理 6 － 3 － 8 － 17 － 15%

化 学 5 － 6 － 20 － 31 － 27%

生 物 9 － 10 － 27 － 46 － 41%

地 学 2 － 2 － 6 － 10 － 9%

産 業 0 － 1 － 8 － 9 － 8%

合 計 22 － 22 － 69 － 113 － 100%

※塗りつぶしはアメリカンスクール数（今回は応募なし）

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 6 － 0 － 2 － 1 － 1 － 7 － 9 － 8 －

化 学 5 － 0 － 5 － 1 － 0 － 20 － 10 － 21 －

生 物 8 － 1 － 9 － 1 － 4 － 23 － 21 － 25 －

地 学 1 － 1 － 2 － 0 － 0 － 6 － 3 － 7 －

産 業 0 － 0 － 0 － 1 － 0 － 8 － 0 － 9 －

合 計 20 － 2 － 18 － 4 － 5 － 64 － 43 － 70 －

※塗りつぶしはアメリカンスクール数（今回は応募なし）

３．校種別応募校数及び生徒数

小 学 校 中 学 校 高 校 合 計

校 数 19 － 18 － 14 － 51 －

人 数 24 － 26 － 331 － 381 －

※塗りつぶしはアメリカンスクール数（今回は応募なし）
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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)

令和 3年度 第 44 回
22 (19) 22 (18) 69 (14) 113 (51)

113 (51) － － －
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

　　　　　　※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。

第 44 回沖縄青少年科学作品展　作品集

令和４年３月　発行

　発　　　行　　沖縄電力株式会社

　　　　　　　　〒 901-2602　浦添市牧港五丁目２番１号

　　　　　　　　電話 (098)877 － 2341（代表）

　編集・制作　　沖電企業株式会社

　　　　　　　　〒 901-2131　浦添市牧港四丁目６番１１号

　　　　　　　　電話 (098)877 － 1423
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