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　　祝　　辞

　はいさい、ぐすーよー、ちゅーうがなびら。

　第 ３８ 回沖縄青少年科学作品展の開催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
　沖縄電力株式会社におかれましては、長年にわたり沖縄青少年科学作品展を通して、青少年の科学に対す

る興味・関心を喚起し、沖縄県の科学教育の振興や、人材の育成に貢献されていることに対し、深く感謝申

し上げます。

　また、本日、表彰を受けられる皆さん、誠におめでとうございます。本作品展には今年も、沖縄県内の

小・中学校・高等学校などからたくさんの応募があり、どれも創意工夫を凝らしたすばらしい作品ばかりで

大変感心しております。皆さんには今回の受賞を励みとして、これからも好奇心や探究心を持ち、根気強く

努力を続けることで新しい時代を切り開く人材へと成長されることを心から願っております。

　沖縄県では、「沖縄２１世紀ビジョン基本計画」において、科学技術人材の育成を掲げ、専門性を有する人

材の育成を推進しております。

　高校生の科学的な思考力等を育成するため｢沖縄科学グランプリ｣を毎年開催しているほか、筑波宇宙セン

ターＪＡＸＡ（ジャクサ）をはじめ、茨城県つくば市の研究施設へ高校生を派遣するなど、青少年の科学技

術への興味や関心を呼び起こすための各種施策に力を入れております。

　本日お集まりの皆様におかれましては、今後とも県内人材の科学技術水準の向上と、科学を通じた青少年

の健全育成に、お力添えをいただきますようお願い申し上げます。

　結びに、沖縄青少年科学作品展のますますの御発展と、ご来場の皆様のご健勝を祈念しまして、お祝いの

言葉といたします。

平成29年2月18日    
沖縄県知事　翁長　雄志
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Congratulatory Speech

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

   I would like to say few words as to celebrate the 39th Exhibition of the science-work by the students in 
Okinawa to take place. 
    I want to thank Okinawa Electric Power Company from bottom of my heart for promoting interest for 
science education, deepen the understanding of science and training of engineers as key persons by 
sponsoring “The Exhibition of the science-work by the students in Okinawa” for long years.
   Furthermore, I would like to say, congratulation to all the prizewinner here today. There were many 
projects entered for this exhibition by students from Elementary, Middle and High school within 
prefecture. I am impressed that every project is a wonderful project with your sincere effort and many 
trials and errors. I'm hoping that receiving a prize here will encourage you to continue having curiosity 
and inquiring mind, making an effort heartily to become a talented person to open the new era.
   There is the theme of upbringing human resources of science and technology in "Okinawa vision master 
plan in the 21st century" and hosting “Okinawa science grand prix” every year, sending out the students 
to Tsukuba space center JAXA and research facility in Tsukuba city Ibaraki to offer children to have the 
opportunity to be exposed to science.
   I would like to ask for your continuing support for improvement of science technology, upbringing of 
healthy youth through science to everybody who gathered here today. 
   At last, I would like to wish the prosperity and continuous success of the Exhibition to make this as my 
congratulatory speech. I thank you very much.

February 18th 2017.
    Governor of Okinawa prefecture

    Takeshi Onaga
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　　ご　挨　拶

第39回沖縄青少年科学作品展の表彰式に当たり、お祝いの言葉を申し上げます。
　受賞された皆様、誠におめでとうございます。

　本日の受賞は、皆さんが日頃から「なぜだろう」「どうしてだろう」といった疑問や、不思議に思ったこ

とを解明しようと取り組んだことが高く評価されたものであります。皆さんの科学を探究する心に大変感動

いたしました。また、御指導された先生方、そして常に側で励ましてくださっている保護者の皆様に、心か

ら感謝とお祝いを申し上げます。

　今年の入賞作品も、豊かな発想とアイディアにあふれた研究やねばり強く観察・実験を続けたレポートな

どが多くあります。研究に対し熱心に取り組んだ成果には目を見張るものがあり、御来場の方々にも感動を

与えてくれるものと確信しております。

皆様も御承知のように、2016年度のノーベル医学生理学賞は、「オートファジーの仕組みの解明」の研究
で東京工業大学教授の大隅良典氏が受賞され、３年連続日本人のノーベル賞受賞となりました。大隅氏は、

小・中・高校生に向けて、「あれっ」と思うことの気づきを大事にして欲しいと述べています。

　今回、受賞された児童生徒の皆さんには、本日の受賞の喜びと感激を忘れずに、物事に対する気づきを大

事にし、科学する楽しさや未知の世界を探究する心、最後までねばり強くやり遂げる態度を持ち続けてほし

いと思います。

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

積極的な教材化を推進するとともに、高校生の県内外及び国外の先端研究施設への派遣等、理科教育の充

実・発展に努めているところです。

　将来、沖縄から世界に羽ばたく研究者が数多く育っていくことを期待しています。

結びに、この沖縄青少年科学作品展の開催に多大な御尽力を賜りました沖縄電力株式会社をはじめ、大会を

支えていただいている皆様に深く感謝と敬意を表し、挨拶といたします。

平成29年2月18日 
沖縄県教育委員会　

教育長　平敷　昭人
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Congratulatory Speech

   I would like to congratulate in this awarding ceremony at the 39th Exhibition of the science -work by 
the students in Okinawa.
    Congratulation to all the prizewinner here today.
   This is a result from your effort to solve the questions that came into your mind as “what” and “why”
.  I am impressed by your scientific inquiry mind. In addition, I would like to congratulate to teachers and 
parents who provided guidance and support to students from bottom of my heart.
   By looking at the project that won the prize, I can see tenacious long time study and observation that 
lead from great idea. I am convinced that your effort and this result will touch people who visit this 
exhibition.
    As you may already know, for Nobel Prize in Physiology or Medicines in 2016, Mr. Yoshinori Ohsumi 
from Tokyo Institute of Technology had won for discoveries of mechanisms for autophagy; this will be 
third consecutive year for Japanese to receive Nobel Prize.  Mr. Ohsumi stated that it is important to 
keep noticing small things as why. 
   I would like to ask you to keep the pleasure you gain from scientific knowledge, the heart that 
investigates the unknown world and the attitude accomplished perseveringly until the end without 
forgetting today's delightful feeling of winning a prize.
   As Okinawa Board of Education, we would like to continue our effort to fulfill and develop teaching 
science, such as materializing information regarding local nature and cultural heritage, so that students 
could keep their love for nature, and to have a fun learning the science. We carry out the training in the 
prefecture inside and outside, overseas state of art research facility for enhancement, development of the 
science education.
   I hope that many researchers will be produce and spread their wings in the world from Okinawa.

   At last, I would like to thank all the support we received from the Okinawa electric power Co,Inc. and 
all the people who put in their effort to make this possible.
   Thank you very much. And I would like to make this as my speech.        

                                               Feb 18th 2017
                       Okinawa prefectural board of education
                        Chairman of the board  Shoujin Heshiki
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　　主 催 者 挨 拶

　第39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39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、指導者の皆さま、関係各位の多大なご支援とご協力の賜と深く感謝い

たします。

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

童・生徒の皆さん、おめでとうございます。また、日頃から熱心にご指導された先生方、保護者の皆様にも

心よりお祝いを申し上げます。

　さて、昨年は生理学・医学の分野で 大隅  良典 さんがノーベル賞を受賞しました。大隅さんは、すべての動
おおすみ よしのり

植物に備わった基本的な生命活動の仕組を解明し、現代の生命科学に大きな影響を与えました。

大隅さんは、若い人たちに向けたメッセージの中で、「これは何だろう、どうなっているんだろうという素

直な気持ちが、数十年後の社会を支える発見につながるかもしれない。自分がおもしろいと思う道を突き進

んでほしい」と述べています。この場にいる青少年の皆さんにも沖縄青少年科学作品展を通して培った、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ていただきたいと思い

ます。

　今回の作品展のテーマは「飛びだせ　君の探求心！」です。児童・生徒の皆さんが、科学に対する関心と

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

作品展を通して、沖縄県の科学教育の振興と人材育成を応援してまいります。

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

した沖縄県、沖縄県教育委員会、理科教育に携わる多くの先生方、そして、アメリカンスクールを含め関係

者の皆様に心から感謝申し上げ、ご挨拶といたします。

平成29年2月18日　  　　 
沖縄電力株式会社　　   　　 
代表取締役社長　大嶺　滿

- 5 -



　 A word from Sponsor

   I would like to say a few words for commencing of the 39th Exhibition of the science -work by the 
students in Okinawa.
   This is 39th years for this exhibition since we started to host in 1979. This is all thanks to all the 
students who are here today for putting your effort, also to all the people who were involved and provided 
support in this exhibition. And I thank you.
   We had many projects entered this year and every project was great project. I would like to say, 
congratulation to all the prizewinner for recognition of your hard work. In addition, I would like to 
congratulate to all the teachers who provided the guidance to the students.
    Mr. Yoshinori Osumi won a Nobel Prize in a physiology and medical field. He elucidated structure of 
the basic life activity that all animals and plants possessed and had a big influence on modern life 
sciences.
   The message for young people that he stated said, “Wonder what it is, how does it work, these feeling 
might leads to discovery to support the society dozens of years later. I want you to charge through the 
way which yourself think to be interesting. 
    I hope that young people here today will always curious about various things without forgetting a 
feeling to search the question that was cultivated through exhibition of the students in Okinawa.
   This year, we have a theme, as “Jump out, your inquiring mind!”. 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 coming through your busy schedules, Okinawa prefecture, 
Okinawa board of education and all the science teachers who put great effort in making this exhibition 
successful, from bottom of my heart.
   Thank you very much. And I would like to make this as my greeting address.        

                                               February 18th 2017
                       The Okinawa Electric Power Co,.Inc

                    President   Mitsuru Omine
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　　実行委員長挨拶

　第39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。
　昨年は、日本人科学者が3年連続でノーベル賞を受賞したことや、日本の研究チームが発見した新元素が
正式に命名されたことなど、数々の功績に胸が躍ったことと思います。このような優れた功績を機にますま

す、青少年の皆様が科学に対する好奇心を広げ、探求する心を育んでいただきたいと思います。

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

の担い手としての人材育成に寄与することを目的に1979年にスタートし、第39回は「飛びだせ　君の探求
心！」をテーマに開催いたします。

　本作品展では、県内の小・中・高等学校、高等専門学校、アメリカンスクールから、総数139点の応募が
ありました。小・中学校部門には、身近な生活や自然の中で感じた素朴な疑問に対し、工夫を凝らした実験

や地道な観察を重ねた力作が揃っています。また、高校・高専部門には、実験・観測の結果から優れた分析

を行った作品が多く出展されています。アメリカンスクールからは、身の周りの疑問に対してユニークな発

想と着眼点で取り組んだ作品が集まりました。

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

され優秀指導者賞を受けられる皆様、誠におめでとうございます。

また、熱心に指導された先生方、保護者の皆様にも改めて敬意を表します。

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

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

実験コーナー｣など科学に関するイベントが盛りだくさんの内容となっております。さらに、より深く科学へ

の興味を抱くための企画として、講義形式により学べる「科学教室」も設けております。

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

の一助となれば幸いです。

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

小・中・高等学校、高等専門学校およびアメリカンスクールの理科教育に携わる先生方、ならびに関係者の

皆様に心から感謝申し上げます。

平成29年2月18日　　 　    　　     　
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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Greeting address by chairman of the executive committee

   I would like to say a few words for commencing of the 39th Exhibition of Science-work by students in 
Okinawa.
   I believe many people were excited for scientific development such as Japanese won Nobel Prize three 
consecutive years, the new element which a Japanese study team discovered was named formally. I hope 
that all young people will take advantage of such a superior achievement and widen curiosity for the 
science and nourish your inquiring mind.
   We started this exhibition back in 1979 to arouse student’s 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. We have “Jump out, your inquiring mind!” as a 
theme for this year.
   Total of 139 projects from elementary, middle, high schools and specialized vocational high school 
within the prefecture as well as from DoDDS entered the exhibition this year. The projects, which 
entered from elementary and middle schools were excellent projects, which repeated an experiment and 
the steady observation that concentrated a laborer for the simple question that they felt in everyday life 
and nature. In addition, in high schools and specialized vocational high school division, there are many 
superior works which they analyzed, and it is exhibited by a result of an experiment, the observation. 
The projects from DoDDS have unique idea and viewpoint.
   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 to teachers and parents who lead the students with such 
enthusiasms and received recognitions.
   In addition to exhibition of the projects, we have poster session by top prize winners. Other than that, 
we have very popular “Science Experiment Stage Show” conducted by teachers from high schools that 
put pros to shame, “Challenging Experiment Booth”, where you can really feel the fun part of science, we 
have many events that makes you feel more interested in science. 
   I would be very happy if we were some help to you to deepen the interest to science while you enjoy, feel 
closer and have interest in science. And at the same time I hope to contribute to development of science 
education in Okinawa through this exhibition.
   At last, I would like to thank you all, to Okinawa prefecture, to Okinawa prefecture board of education, 
to teachers who were involved in science education at elementary, middle, high school, specialized 
vocational high school and DoDDS, and to all the staff who put great effort to make this exhibition 
successful from bottom of my heart.

February 18th 2017
Kiyohito Shimabukuro

Executive Committee Chairman
Exhibition of Science-work by the Students in Okinawa

(Executive director of The Okinawa Electric Power Co., Inc.)
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第39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　末　吉　康　徳              

（沖縄県立総合教育センター理科研修班長）

  はじめに

　作品の審査につきましては、本作品展の趣旨である「青少年の科学に対する興味と関心を喚起し、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なる人材の育成に寄与する」ことを踏まえ、作品の審査に

おける審査基準（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、23 名の審査員が慎重かつ

公平、総合的に審議を行い、沖縄県知事賞、沖縄県教育長賞、沖縄電力社長賞、環境奨励賞、佳作、入選さらに優秀

指導者賞の各賞を選定しました。

　本作品展の応募点数は小学校27 点、中学校26 点、高等学校66 点、アメリカンスクール20 点、合計139 点で

した。応募した学校数は小学校18 校、中学校21 校、高等学校19 校、アメリカンスクール4 校の合計62 校でし

た。また、本作品展にはアメリカンスクールを含めて小学校44 名、中学校56 名、高等学校268 名の児童生徒が

参加しています。

　作品の調査・研究の態様は、小学校が個人研究22 点、共同研究5 点、中学校は個人研究20点、共同研究6 点、

高等学校は個人研究7 点、共同研究59 点、アメリカンスクールは個人研究20 点でした。

　また研究内容については年々、量的にも質的にも優れた作品が出品され、指導者の先生方やご家族をはじめ、

関係者のご協力とご支援に深く感 謝申し上げます。

１　応募作品の校種ごとの概要

　応募作品について各校種の大まかな特徴を述べます。県内の小・中学校の場合、応募作品については各地区の

審査や沖縄県児童生徒科学作品展において優秀な作品の中から推薦されたものが出品され、力作揃いの感がし

ます。

(1) 小学校では物理5 点、化学4 点、生物14 点、地学3 点、産業1 点の計27 点の出展があり　ました。どの作品
も地区大会から推薦された作品であり内容も充実していました。日常生活　や身近な自然について感じたこ

とや疑問に思ったことをテーマに取り上げ、個人やグループで観察や実験を行い、楽しく研究に取り組んだ

様子が覗える作品ばかりでした。中には兄弟・姉妹で別々のテーマに取り組み、どちらの作品も推薦されてい

るものもあります。兄弟や友人と協力することに加え、お互いに切磋琢磨することも良い研究を進めていく

上でとても大　切なことだと感じました。また、継続研究も多く、前年度の成果や課題をしっかりと踏まえ、

　新たな工夫を加えながら、粘り強く研究に取り組んでいます。どの作品も図や写真、表やグラフなどを効果

的に使い、きれいに見やすくわかりやすくまとめられていました。上位賞のポイントのひとつにデータ量が

あります。データを多く揃えることで、より科学的な考察ができるようになります。今後は、データ量に加え、

予想や実験方法、考察などの場面おける科学的な視点などを充実させていくことで、さらに素晴らしい研究

が増えてくることが期待されます。

(2) 中学校では物理6 点、化学4 点、生物11 点、地学4 点、産業1 点の計26 点の出展がありました。個人研究、
共同研究、継続研究に取り組み、特に地域全体で自然保護活動を意識した水系保全に向けた基礎調査を研究

目的にした共同研究は大きな成果を得ています。また個人研究の中にはテーマ設定の動機が明確で、実験や
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観察の豊富なデータ量に裏打ちされた科学的な知見に満ちあふれ、昨年度の研究を踏まえた発展研究や独自に

作成された植物のカード資料があり、評価の高い作品もありました。

(3) 高等学校では物理17 点、化学14 点、生物25 点、地学8 点、産業2 点の計66 点の出展がありました。個人

研究では科学的な考察を行い、分かりやすくまとめられている作品があり、共同研究では前年度までの成果

と課題を整理し、それらを踏まえて観察目的を明確にして調査を行っている継続研究は評価の高い作品でし

た。また産業分野における研究では地域の活性化を視野に斬新なアイデアやアプローチも重要であると思い

ます。それを踏まえた研究についても期待されます。

(4) アメリカンスクールでは物理5 点、化学7 点、生物4 点、産業4 点の計20 点の出展がありました。

　　日常生活の中で感じた様々な疑問をテーマとして、自分なりの視点で研究を行っており、実験方法や考察

には感心しました。

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５作品の出展がありました。継続研究の作品がほとんどで、どの作品も身の回りの事象に興味を持っ

て、「なぜだろう？」「こうするとどうなるのかな？」「やってみたい！」というこだわりを追究した研究となって

います。実際に実験を行い、結果を比較し、結論を導き出す過程の中から生じた新たな疑問から、次への課題を

導き出すという科学の面白さを経験できたことでしょう。自然との対話を通して、自然をより身近なものとし

て感じ、そこに隠されている核心に独自の視点で触れることによって感じたワクワク感（達成感）を忘れないで

下さい。

　物理分野では、実験の試行回数を増やして、より再現可能なデータ（平均の値）を導き出し、その結果に基づい

て、正確に再現していくことがとても大切です。また、そこに研究者独自の視点で新たなアイデアが入ってくる

と価値のあるものへと発展していきます。研究を積み重ねて得られた成果物は、私たちの生活をより便利にし

ていくものへと発展していくことでしょう。

　特に、沖縄電力社長賞を受賞した作品「きれいな音を出すには？パート３～階だん木きんの作成～」は、３年

間の研究の成果として、長さを変えずに厚さだけを変えた自作の木琴が仕上がっています。実験を通して「な

ぜ？」を追究した結果、完成した「ものづくり」の作品となっています。また正確に作り上げる努力が、より価値

のあるものに仕上がっています。

　身のまわりになる「不思議だな」と感じる感性を大事にして、これからも研究を行って下さい。

(2) 化学分野
　今回は４作品の出展がありました。テーマ決定のきっかけは、「シャボン玉の中に入りたい」（せかいにひとつ

だけのシャボン玉）、「ソテツのデンプンモチを食べてみたい」（智也のソテツデンプン大作戦）、「毎日食べるお

米について調べたい」（お米の糖度に注目）、「地域で盛んな産業の役に立ちたい」（生け花の水の研究パートⅡ）

と様々でしたが、身の回りの事象、身近な疑問から研究テーマを見つけているという共通点があります。子ども

達がこのような視点を持ち続けることをこれからも大切にしていきたいものです。

　各研究とも、問題解決の流れである、研究のきっかけ、目的、仮説、方法、観察・実験過程とその結果、データ処

理、考察、まとめがしっかり記されており、と理解しやすい構成になっています。また、写真や表、グラフなどに

も工夫が見られ、見る人にわかりやすく説明しようとする工夫が見られます。御指導に当たられた方々の丁寧

な支援が感じられ、子ども達の生き生きと意欲的に研究を進める様子が目に浮かびました。

　身の回りには当たり前のように感じていても、不思議な現象がまだまだたくさんあります。

これからも様々な自然事象に触れたときに出てくる疑問を大切にし、それを科学的に研究していく取り組みを

充実させて、皆さんにとって科学の楽しさを実感できる研究を期待しています。

(3) 生物分野
　今回は14 の作品の出展がありました。フナムシ、身近な生き物のウンコ、海岸のホネ、土壌生物、アリ、セミ、
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ミミズ、チョウ、蚊、ネギ、草花など、着想や発想、アイディアに富んだ研究が多くありました。特に、「フナムシの

研究」（県知事賞）は、研究の進め方や、サンプルや実験データの数は非常に多く、今後の研究の手本となるもの

です。また、「チョウのしいくかんさつノート」（県教育長賞）は、３年間継続した研究で、卵から幼虫、サナギから

チョウまでの過程を飼育しながら丁寧に観察されたすばらしい研究です。それから「ジグザグあるくの？ダン

ゴムシ」（県教育長賞）は、ブロックで作った迷路を歩かせながら、いろいろ工夫し実験観察を重ね、ダンゴムシ

の謎を解決し、分かりやすく展示パネルでまとめられていました。

　その他の研究も、工夫された実験や写真、スケッチ、標本などが丁寧にまとめられています。

しかし、中には「結果」と「考察」の区別ができていないものもあります。「結果」は「事実のみ」です。それに対して

「考察」は、「その事実から考えられること」です。そして「考察」が研究の成果になります。

　今後の研究の進め方としては、課題を明確にし、仮説や予想から適切に計画を立てて実験・観察を行い、得ら

れた結果から十分な考察を行うことです。これは研究の基本で、これがしっかりしていると優れた研究になり

ます。また、生物は日々成長し、季節によって活動が変わってきます。そのためには一年を通して粘り強く研究

を取り組むことが求められます。

(4) 地学分野

　応募作品は３点で、身近な現象への疑問、興味、関心からの研究が２点ありました。もう１点は４年目の研究

であり、積み重ねた疑問を解決するために、仮説を立て、工夫して検証しているというところが見事でした。

　３点すべてにおいて共通するのは、地道な観察、またはデータ収集の積み重ねと、そのデータからわかること

を自分なりの仮説または予想に基づいて考察している作業がとてもていねいであることでした。また、結果を

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

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

を見ることによって導き出したのかを提示することで、他の人が見たときにわかりやすくなります。これらの

ことができるようになるとさらに良くなるでしょう。ぜひ本人の努力点であるとともに、指導していく上での

課題としてとらえても良いのではないでしょうか。

（中学校・高等学校の部　審査講評）

(1) 物理分野
　今年の物理分野には、中学校６点（昨年度７点）、高等学校17 点（昨年度15 点）と合計23点の応募がありまし

た。

　中学生の作品は、テーマ設定の動機が明確で、とても良いと思いました。「太陽熱を調べよう」、色あせに着眼

した「紫外線が与える色の特性」など、日常生活で見られる現象からテーマを設定したり、「鉛筆によって消しや

すさは変わるのか」、卓球ラケットの「ラバーの角度と回転の関係」、缶詰やジュース缶、空き缶の転がる速さに

着目した「ころころころgirl のころがるひみつ」などの身近にある道具の中に不思議を発見して、テーマを設定

しているものもありました。昨年「水がボールをつかむ現象」に着目し沖縄県教育長賞を受賞した伊波中学校松

山君の作品は、日頃から興味を持っていることを深く研究したいという気持ちから、研究対象

を水から風に変えて「風が風船をつかむ謎を解く」という発展研究を行い、今年度も沖縄県教育長賞を受賞しま

した。どのテーマも様々な条件設定やいろいろなアイディアを凝らした実験を、繰り返し行っていて大変良い

と思います。動機や目的がはっきり示されており、レポートから「知りたい」「調べたい」という気持ちが強く伝

わってきました。それが根気強い研究につながり、質の高い作品に仕上がっていると思います。

　高校生の作品の内容は、力学分野が４点、波動分野が６点、電磁気分野が４点、熱分野が２点とテーマが多岐

にわたっており、情報分野を扱った作品も見られました。中でも波動分野の作品が多く、３点が光、３点が音に

関する研究で、身近な現象を解析した作品が多く見られました。「音色とスペクトルの関係性」や「沖縄方言と標

準語の母音の比較」は、人が聞く音を音スペクトルとして物理的に解析するなど、目新しい手法に積極的に取り

組んだ作品でした。

　また、「IH クッキングヒーターの原理Part Ⅴ」は、これまで取り組んだ内容を継続して研究しており、さらに
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新たな内容を盛りこんだ発展的な内容での出展でした。また、日常生活の問題を解決したいという視点からバ

ングラディッシュのエコクーラーに興味を持ち、製作した器具での単純な実験結果からは確認できず否定され

た冷却効果を、間違い探しの研究にするのではなく、何らかの利点があるはずだと考え、いろいろな角度から取

り組んだ名護高校の「エコクーラーはあるの？」は、科学的考察や推論を正しく行っていると感じた良い作品で、

電力社長賞に輝きました。

　中学校・高等学校とも独創的な手法で進めた研究が多くありましたが、全体的な課題として、データ数の不足

があげられます、１回だけの測定や１種類のみの測定など安易な実験結果からの分析が多く見られました。特

に高等学校では、データ不足で考察が雑な作品が数点あり、科学雑誌の付録である既製の道具をそのまま使用

して実験する等、創造性・独自性の無い研究であるため、評価できない作品があり、残念ながら選外が４作品も

出てしまいました。

　付録等を参考にしていても、独自で実験器具を工夫して製作したり、基礎的な研究であっても、多くの実験

データをとって、誤差についても十分検討して、結果をきちんと踏まえた考察ができるよう、時間をかけて取り

組んでほしいと思います。

　もう一つの課題は、展示パネルのレイアウトや書き方をもっと工夫して欲しいことす。レポートをそのまま

大きく引き延ばして貼り付けるのは研究の展示パネルではありません。研究の展示パネルは１つのプレゼン

テーションです。見に来た人に自分の行った研究の内容、展開する理論、考察などを分かりやすく簡潔に説明し、

研究概要が一目でわかるようにまとめる必要があります。 見やすく工夫したパネルでアピールして欲しいと

思います。

　また、製作した実験器具等を写真ではなく実物を展示することで、なお良いアピールになると思います。

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

くる疑問を科学的な手法で自らが解き明かすという姿勢で、研究を継続して下さい。

(2) 化学分野
　中学校の応募作品は４点あり、個人研究が２点、共同研究が２点でした。題材は、赤ちゃんが使う布おむつに

着目した色素の研究、とうがらしの辛さについての研究、電解質水溶液の電気分解についての研究、デンプン中

のアミロース比率の測定法開発、と日常生活で関わっている身のまわりにある物質を題材に中学校での学習を

実践した中学生らしい内容でした。また、どの研究も実験前に予想を立て、実験結果をもとに考察しようとする

工夫がありました。予想（仮説）と結果をもとにした考察は自然科学における研究活動ではとても重要な部分で

す。今後も重要性を意識しながら、それぞれの研究について再現性の観点でも吟味していただき、今後の研究活

動につなげてもらえたらと思います。

　高等学校については、７校から14 点の応募がありすべて共同研究でした。題材については、

　　(1) 酵母やカビ、大腸菌など菌類の利用や抗菌作用についての研究

　　(2) 金属樹、ストームグラスなど結晶についての研究

　　(3) 学校周辺の河川の水質調査・生物についての研究

　　(4) ルミノール発光や電流による発光現象、魚の骨格標本づくりなど、高等学校化学としてはやや発展的　

　　な内容 の研究

の４つに大別でき、特徴として化学と物理または生物、地学の２分野にまたがる内容となっていることです。こ

のような幅広い内容を扱う研究では、これまでの理科の学習を活用して実験方法や結果のまとめ方、考察など

進めていくことが大切です。これまで異なる場面で学習していた内容をつなげて考えをまとめていくことこそ、

これから必要とされる資質です。研究の継続と発展に期待します。また、いくつかのポスターやレポートで誤字

や値の欄違いなどがありました。研究内容をまとめる際には、内容や実験結果の正確さと読み手側へ分かりや

すく伝えることを意識して作成するとよりよいものになると思います。加えて、写真の鮮明さや参考資

料の記載もれなども気になりますのでその点も注意して今後、研究をまとめて下さることを期待します。

(3) 生物分野
　中学校の作品は、近年、教師以外の専門家の適切なアドバイスを受けた研究も目につくようになりました。こ
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れらの研究は目的や意議が明確であり、実験・観測・測定項目の設定なども適切で、それらの結果の分析・解析

などのまとめ方、レポートやパネル等のまとめ方も丁寧になされています。こうした傾向は自然科学( 研究) の

進め方を学ぶ環境としては望ましい状況だと思われます。ただし、中学生自身の研究対象の生物や事象に対す

る基礎知識や研究の目的や意議の理解の程度により、考察の深まりや新たな課題の発見などの研究の発展性な

どの最終的なまとめの段階で大きな差が見られます。

　教師を始めとする指導者の皆さんには、研究対象の生物や事象についての基礎知識や、研究の目的や意議を

中学生自身にシッカリ理解・納得させ、その上で適切な観察・実験・測定項目などを検討させるなど、中学生自

身の論理的な思考を育てる「研究の進め方」を意識した指導を今後も御願いしたいものです。

　高等学校の作品は10 校から25 点の出品がありました。うち、野外調査を行ったもの15 点、室内実験及び飼

育を中心にしたもの10 点でした。また、研究対象で見ると、動物を扱ったもの11 点、植物を扱ったもの４点で

した。全体的に、野外調査ものはデータ量が豊富で、指導者の努力も伝わってくる内容のものが多いのですが、

逆に、室内ものはデータ数が少なく、高校生としてはもの足りない内容のものが散見されました。特に授業の中

での課題研究でまとめたと思われるものに“ やっつけ仕事” が多かったように思います。理系の大学に入れば

卒業論文等に取り組み、自分で研究成果を出さなければなりません。科学的とはどういうことか、その基礎を、

授業の中でしっかり身につけてください。

　そういう中で、上位賞に入賞した２作品は力作でした。教育長賞の「仔だくさんソードテールは海越えず!?」

（名護高校）では野外での観察データに室内実験を加え論じています。野外では環境条件にいろいろな要素が入

りこんで複雑に絡み合っているため、対照実験が組みにくく、実験してもはっきりしたことがわかりにくい場

合が多いので、ある条件を抽出して室内実験により推論するというのは、とても有効な手法です。実験内容にも

う少しオリジナリティーが加われば、県知事賞にも届くかというハイレベルな内容でした。環境奨励賞の「白黒

はっきりさせようじゃないか～クロサギの体色（黒色型と白色型）の割合についての研究Ⅱ～」（辺土名高校）は

昨年にひきつづき、全県的なクロサギの観察により、その体色の割合を確かめています。この作品の特にすばら

しいところは、研究者の過去の結果を鵜呑みにせず、自分たちの研究が正しいことを、２年かけて検証したとこ

ろです。限られた観察例ではありますが、営巣やヒナの色などの情報から、遺伝的要素についても考察していま

す。

　この２つの作品は、たいへん参考になりますので、自分たちの研究とどこがちがうのかをじっくりと読んで

いただくことをお勧めします。

(4) 地学分野
　地学分野は、中学校４点、高校８点、計１２点の応募がありました。

　中学校では、地震に関係する作品２点と、地域の素材に関する作品２展になります。実験装置を作成し、デー

タを集め分析したり、実際に現地でサンプリングを行って、実験するなどの活動が見られました。沢山試行錯誤

して時間をかけた作品で、それぞれすばらしい仕上がりだと思います。この成果を、次にどう活かすか、どう発

展させていくかが今後の課題であり、本当の研究としての価値が出てくるものです。是非、継続して研究し、よ

りすばらしい成果を出してほしいものです。

　高校においては、地域の特性を活かした研究や、個人の興味関心を深めるものでした。ただ、そのほとんどが、

基礎実験や基礎データ集めになっているため、何を突き詰めようとしているのか、分かりづらい傾向にありま

す。目的を明確化し、定量的な実験を積み重ね、結果と考察がしっかり行えるような研究にしてほしいと思いま

す。

　また、パネルを作成する場合、第三者が見て理解しやすいような図やグラフ、および表の作成を行って下さい。

写真なども必要な分は載せると見やすくなります。また、最後に使用した文献などを載せると良いです。

　皆さんの今後の発展に期待します。

(5) 産業分野
　産業分野は、中学校１作品、農業高校２作品の計３作品での審査となりました。今回は、すべて農業に関連す

る研究で、環境や地域の課題に対して取り組む内容となっていました。専門高校では、多くの生徒がそれぞれの
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産業に関連する専門教科や科目「課題研究」等で研究活動に取り組んでいることを考えれば、もう少し応募数が

増えてもいいのではないかと思います。次年度は多くの出展に期待します。

　中でも中学校から応募のあった「棚田の保水力向上のための研究」は、棚田創出が地形を変えることなく米を

生産できる点と山の保水力を向上することで地下水保全にも貢献できるという内容で、住宅横に兄弟で力を合

わせて棚田づくりに取り組む様子が、記録簿の写真やデータからも読み取れました。中学校の段階で、棚田を作

るために様々な実験を繰り返し、詳細にデータを分析する方法については、農業高校で学ぶプロジェクト学習

にも肩を並べる内容で、産業を学ぶ専門高校生にとっても参考になる研究内容となっています。

　今回の産業分野全体としては、仮説や予想を立て実験を行っている様子が見られ、課題解決に向けて取り組

んでいました。しかし、研究を進めていく中で実験に広がりが出てきて、実験後半では目的や目標から離れた内

容になっているものもあり、研究の過程で振り返り、軌道修正することも取り入れてほしいと思います。研究結

果についても、一つの実験結果から判断するだけでなく、確かなものにするためにも、疑問に思ったことがあれ

ば何度か繰り返して検証することも大切です。多くの意見や参考文献を利用して、実験することは大切なこと

であり、今後も継続的に研究に取り組んで欲しいと思います。

　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、研究がいかに地域の活性化や人々のためにな

るかという視点で、児童生徒の皆さんの斬新なアイデアやアプローチが重要であると考えます。そのためにも、

様々な研究手法を活用して目的とする課題解決に向かって進んでいく事が重要となってきます。今回の応募作

品は、それぞれ話題性もあり、研究開発を継続することにより、今後素晴らしい結果が得られるものだと思いま

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

　個々の作品にはそれぞれに審査の講評を添付してありますので、今後の研究の参考にしていただきたいと思

います。これからの研究を進めるに当たって工夫・改善していただきたいことを述べたいと思います。

(1) 実験をする場合は、研究の目的を明確にし、条件を変えて実験を繰り返し行い、記録を取り、その記録（結果）

を分析してグラフや図・表にまとめ、研究の仮説（予想）と照らし合わせ　て検証、考察して下さい。また野外

における自然観察や調査を行う場合は、自然環境やその状況（危険箇所を避けるなど）を踏まえて調査・観察

し、丁寧に記録し、それらを分析してグラフや表などにまとめ、考察して下さい。その際、もし文化財保護（教

育庁）や種の保全法（自然保護・緑化推進課）などで保護の対象となっている場合には、関係機関に問い合わせ

を行い正規の許可を得る必要があることも踏まえて実施して下さい。

　　このような一連の流れを根気強く行うことで何かを見出すことができると思います。

(2) 複数年にわたる継続研究の場合、年度ごとの研究の重複がないように研究成果を整理し、新たに発展させた

研究の内容が明確に区別できるようにまとめ方を工夫する必要があります。

(3) 実際に行った実験や観察を報告することは大切なことで、その研究の概要が一見して理解できるようにす

ることです。そのためには展示用のパネルにも工夫が必要です。研究の目的、実験・観察の方法、考察など、研

究の内容が整然とするように文字の大きさ、写真やグラフ・図表の配置などの構成（レイアウト）を工夫して

下さい。また独自で開発した実験・観察の道具なども展示すると良いでしょう。

　最後に、本作品展は回を重ねるごとに研究内容が向上し、質、量ともに優れた作品が数多く出品されています。

指導者の先生方やご家族をはじめ多くの方々のご協力とご支援に心より感謝申し上げ、今後も研究活動を続け

て、さらに充実した作品に数多く出会えることを期待し、審査総評を終わります。

- 14 -



第39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 フナムシの研究 山田　貴志　４年 石垣市立平真小学校
長濱　礼佳

生物
石垣島名蔵川水系の水質と
そこに生息する生物調査
Since 2014

野里　怜生３年　野村　琉花３年
富川あにか２年　石垣　文蘭２年
富川裕二朗１年　丸山　葵　１年
野里　実優１年

仲村　虹海３年　漢那ゆうな１年
仲村　速斗１年　冨永万結実３年

大江ひかる３年

石垣市立崎枝中学校
内原　徹

石垣市立石垣第二中学校

石垣市立名蔵中学校

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 「きれいな音」を出すには？
パート３　～階だん木きんの作成～ 菊川　乙音　４年 南城市立大里北小学校

知念　ちか子

生物 カード式　葉で調べる植物 307 伊佐　颯真　２年 うるま市立伊波中学校
伊波　努

地学 建物のゆれ 呉屋　魅奈　３年 那覇市立金城中学校
知花　鉄也

物理 エコクーラーはあるの？ 島袋　桂輔　２年
森田　日向　２年

沖縄県立名護高等学校
津嘉山　翔
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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 チョウのしいくかんさつノート
（パート３） 眞榮城　綾香　４年 豊見城市立伊良波小学校

赤嶺　淳子

生物 ジグザグあるくの？ダンゴムシ 富濱　蔵人　１年 沖縄カトリック小学校
平良　京子

物理 「風が風船をつかむ」現象の謎を
解く 松山　宏生　３年 豊見城市立伊良波中学校

大迫　智子

化学 水溶液の電気分解を続けると
どのような変化がみられるのか

新崎　和志　3年
玉城　祐人　3年

国立大学法人琉球大学教育学
部附属中学校
宮城　将吾

生物 クラゲの研究 平良　建史朗　１年 浦添市立神森中学校
内間　伸

生物
仔だくさんソードテールは海越えず!?
～名護市我部祖河川におけるカダヤ
シ科魚類の繁殖に関する一考察～

稲田　優果２年　工藤　碧　１年
玉城　明依１年　植田　真名１年
佐々木彩月２年　島袋　省吾１年

沖縄県立名護高等学校
大隅　大

環境奨励賞
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

産業 棚田の保水力向上のための研究 後藤　亜和　２年 北中城村立北中城中学校
安里　恭子

生物
白黒はっきりさせようじゃないか
～クロサギの体色(黒色型と白色型)
の割合についての研究Ⅱ～

石川　琉人２年　奥間　樹生３年
儀間　ジノ２年　神山　知紀３年
内間　和志２年　村田　瑞貴３年
新城　隼人３年

沖縄県立辺土名高等学校
東　竜一郎
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佳　作
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

物理
くるくる回れ　２
たて回転と横回転

新垣　尚琉　４年
渡邊　昌剛　４年

南城市立大里北小学校
知念　ちか子

物理 コップとお水でドレミファソ 平良　柊翔　１年 宜野湾市立はごろも小学校
石垣　時子

物理 不思議がいっぱい！！水の世界 知念　凜香　６年 沖縄カトリック小学校
譜久村　智

物理
自然の鏡を見つけたよ３
～光のしくみ～

安次嶺　茉莉　６年 八重瀬町立具志頭小学校
本村　真樹人

化学 せかいにひとつだけのシャボン玉 赤嶺　光二郎　２年 那覇市立城北小学校
高良　南

化学 智也のソテツデンプン大作戦 市場　智也　６年 宜野湾市立普天間第二小学校
島袋 絵里奈　屋冨祖 正人

化学 お米の糖度に注目
仲間　咲奈６年　大城　心結６年
大嶺　心花６年

宜野座村立漢那小学校
大湾　修

化学
生け花の水の研究パートⅡ
～バラを長く生ける水を求めて～

安次富朱菜６年　赤嶺　星七６年
山内　優来６年

宜野座村立漢那小学校
大湾　修

生物
身近な生き物のウンコの研究
パート２

寺田　周太　４年
寺田　恭介　４年

南風原町立津嘉山小学校
石嶺　真樹

生物 海がんのホネしらべ 岩瀬　花海　２年 那覇市立天久小学校
沢　絵

生物
自然の豊かさを考える
～土壌生物に注目して～

宜野座　康生　６年
島田　望朝　６年

宜野座村立漢那小学校
大湾　修

生物 ねぎのかんさつ 上原　千愛　１年 那覇市立城西小学校
古波津　美香

生物
大きらいな蚊を育ててみて
分かったこと 松山　愉音　３年 豊見城市立豊崎小学校

島袋　恵一

生物
むのうやくのお米さいばいと
田んぼの生きものたち 後藤　こはづき　２年 北中城村立北中城小学校

當眞　広美

生物 切り花を長持ちさせるには？ 中村　真緒　３年 沖縄カトリック小学校
伊藤　祐介

生物
アリをたいじせず、
アリから身を守る方法 後藤　さわみこ　３年 北中城村立北中城小学校

名城　洋子

生物 おきなわのせみずかん 屋冝　統智　１年 浦添市立前田小学校
眞榮城　茜

生物 ぼくのミミズコンポスト パート 2 新里　凛太　４年 浦添市立港川小学校
浦崎　朱美
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佳　作
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物 草花のけんきゅう 宮城　さや　３年 那覇市立小禄南小学校
槙田　正法

地学 太陽のうごき 神谷　咲希　４年 八重瀬町立白川小学校
入松川　浩

地学
お天気ちょうさパート２
( しつどと気圧と天気のかんけい )

山田　創介　２年 宜野湾市立はごろも小学校
安富　真利江

地学
海岸の化石調べ　特別編！
～ オオメジロザメの密度くらべ～

岩瀬　暖花　５年 那覇市立天久小学校
仲村　龍次

産業 身近な木を使った災害時の熱源確保 後藤　朴然　５年 北中城村立北中城小学校
宮城　希美

物理 太陽熱を調べよう 伊佐　明香里　２年 沖縄カトリック中学校
安里　満人

物理 紫外線が与える色の特性 大城　陽菜　１年 南城市立大里中学校
波照間　生子

物理
鉛筆によって消しやすさは
変わるのか ヤマダ　慶　１年 昭和薬科大学附属中学校

平良　勇人

物理 ラバーの角度と回転の関係 島田　琴乃２年　内田　愛梨２年
野々口聖七２年

国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校
比嘉　司

物理 ころころころ girl のころがるひみつ 喜納　徳子　２年 那覇市立那覇中学校
石川　琴恵

化学 赤ちゃんのうんちの色がおちるわけ 崎原　涼花　２年 国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校
比嘉　司

化学 辛さの研究 佐久川　周也　２年
與那嶺　樹　２年

国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校
比嘉　司

化学
デンプンを構成するアミロースの
簡便な測定法の開発 市場　優香　３年 宜野湾市立普天間中学校

比嘉　一寿

生物 植物の体のつくりとはたらき 砂川　朝博　２年 宮古島市立平良中学校
下地　豊

生物
アメリカハマグルマの研究～頭状
花、訪花昆虫、ツル性の茎について～ 新垣　茉那佳　２年 沖縄市立山内中学校

喜友名　朝和

生物 有孔虫の研究Ⅱ 佐和田　大翔　２年 南城市立大里中学校
波照間　生子

生物 フルーツ酵母をつくろう 仲地　愛華　２年
国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校
比嘉　司

生物 両生類の形態変化を追え！ Part3
上間　柊人２年　河地　悟有２年
志喜屋武琉２年

名護市立名護中学校
額田　侑実子
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佳　作
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物
名蔵アンパル干潟の生物と
環境についての研究Ⅵ

田渕　鈴夏　２年 石垣市立石垣中学校
宇根　東杜

生物
｢カメムシの駆除に挑戦」
～身近にあるものを利用して～

田場　一平　３年 那覇市立那覇中学校
石川　琴恵

生物
マルマボンサンをサギ類はねぐらに
しているのか？～祖納港にある離れ
小島（丸盆山）を利用する鳥類調査～

飯田晋太郎２年　金城悠太朗２年
古見　光　２年　崎原　波流２年

竹富町立西表中学校
原戸　鉄二郎

地学
石垣島の岩石・鉱物とその特徴　
Part4

新井　舞桜　２年 那覇市立仲井真中学校
加藤　賢治

地学
地盤の液状化現象と対策についての
研究Ⅰ

大城　音弥　２年 沖縄市立美里中学校
大城　徹

地学
湧き水から考える沖縄の大地の
つくり

濱田　かさね　２年 国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校
比嘉　司

物理
電波で GO！！
無電源ラジオでわかること

渡邊　和輝１年　石川　裕人１年
比嘉　静空１年

沖縄県立石川高等学校

山城　富

化学
花酵母の探索Ⅲ
～アルコール発酵能の測定～

比嘉　百　１年　平良　瞭典１年
與久田光咲１年　渡久地政泉１年

昭和薬科大学附属高等学校

佐々木　智美

生物
アンパル水系における魚類と
甲殻類の生息状況

屋比久大翔２年　東　　好希２年
翁長　尚希２年　大堀　結丸２年
西原　亜矢２年　波照間優弥２年
赤嶺萌百伽１年　高嶺　萌里１年

沖縄県立八重山高等学校
松井　真里子
藤本　治彦

生物
名蔵・バンナ岳周辺における
ロードキル調査 渡久山　碧　３年 沖縄県立八重山高等学校

藤本　治彦

生物
沖縄島西屋部川における
ネッタイテナガエビのモニタリング
調査と移入河川の選定

北村　育海　３年 沖縄県立名護高等学校
玉城　小枝子

生物
ウデナガカクレダコの飼育と
学習実験

仲宗根和哉１年　中野　陽葉１年
金城　昌英１年　東江　涼夏３年
玄番　雛　３年

沖縄県立北部農林高等学校
與那嶺　創

生物
イソヒヨドリの研究３
～縄張りの内訳による縄張り保持率
および縄張り移動のパターン比較～

青栁　楽　１年 沖縄県立向陽高等学校
城間　篤

生物
周年繁殖するオキナワヒゲナガカワ
トビケラは年３世代以上を繰り返す

新垣　夏実　３年
金城　実希　３年

沖縄県立辺土名高等学校
北村 崇明　與那覇 卓也
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佳　作
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物
辺土名高校周辺の河川調査 Vol.11
～水生生物と水質による環境評価～

平良　恒稀２年　稲福　倭子１年
嘉那原太一１年　長谷川瑶碧１年
宮城あゆみ１年　安富祖奨真２年
石川　琉人２年　上里　幸穂２年
内間　和志２年　大城　真衣２年
狩俣　優太２年　儀間　ジノ２年
島袋　晃輔２年　田場　勇輝２年
知花　未来２年　知花　凌也２年
照屋　碧　２年　友寄　駿　２年
仲間　陸　２年　名幸　歩武２年
前川沙也奈２年　宮里　朝妃２年
山川　裕己２年　山崎　隆樹２年

沖縄県立辺土名高等学校
北村　崇明
髙良　耕平
與那覇　卓也

生物
辺土名高校周辺の土壌動物を用いた
環境診断～指標生物による自然の豊
かさの評価～

金城　実希　３年
新垣　夏実　３年

沖縄県立辺土名高等学校
北村 崇明　與那覇 卓也
藤木 淳平

地学
沖縄県本部町塩川と今帰仁村湧川に
おける塩水湧水の比較

鮒田　信忠２年　工藤　碧　１年
屋良　萌　３年　稲田　優果２年
植田　真名１年　玉城　明依１年

沖縄県立名護高等学校
大隅　大
屋慶名　啓介

地学
石灰岩の分布から見た中城湾の
形成過程について

平良　美咲３年　普天間光星３年
屋比久公平３年　島袋梨里香３年
杉本　佳穂３年　石原　茉奈３年

沖縄県立西原高等学校
宮城　仁志

化学 酸が及ぼす腐食率への影響 ネイサン　ラカニラオ　小５ E.C.キリン　エレメンタリー　スクール
ローリー　ハッチャー・ペガン

化学
マジックマーカーには何色入ってい
るの？

ミラ　グルーバー　小３ ベクテル　エレメンタリー　スクール
ジェシカ　ターコ

産業
どのパッキング材形が最も卵を守っ
てくれるか？

アンリ　オキャンポ　小５ E.C.キリン　エレメンタリー　スクール
ジョン　コーク

物理
温度は、モーターオイルの粘性に影
響を及ぼすでしょうか？

ジュン　ハント　中２ リュウキュウ ミドル スクール
マーラ　キメル

化学
スコービー・ドゥー・ビー・ドゥー、
あなたの中にはどのくらいの砂糖が
入っているの？

ベリル　ブレイデン　中２ リュウキュウ ミドル スクール
マーラ　キメル
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入　選
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

物理 紫色って存在する？！ 友利　有也　３年 沖縄県立八重山高等学校
西川　昌裕

物理
紙飛行機の異常飛行につながる射出
要因を探る

比屋定賢弥２年　大城　岳２年
宮良　大地１年　本永　健１年

沖縄県立八重山高等学校
西川　昌裕

物理 割り箸の研究 網敷　優樹　１年 沖縄県立豊見城高等学校
玉城　辰

物理 音色とスペクトルの関係性
川小根実優３年　古堅はるか３年
比嘉　沙絢３年

沖縄県立球陽高等学校
上江洲　陽

物理 沖縄方言と標準語の母音の比較
野原　香凜２年　大湾日菜美２年
河内妃奈子２年

沖縄県立球陽高等学校
上江洲　陽

物理 水深と色の関係について２
石川　裕人１年　渡邊　和輝１年
比嘉　静空１年

沖縄県立石川高等学校
山城　富

物理
IH クッキングヒーターの原理
Part Ⅴ

新垣　武蔵２年　北山　龍磨２年
太田　善基２年　安次嶺敬伍２年
大城　諒之２年　當間　大介２年

沖縄県立豊見城南高等学校
安里　清寛

物理 マグナス力で飛ばす飛行機 外間　正也２年　加藤　初輝２年
仲嶺　眞輝２年　高良　大地２年

沖縄県立開邦高等学校
佐久川　嘉文

物理
Challenge for Egg!
～衝撃を吸収する構造体の研究～

吉平　陵馬２年　棚原　琉斗２年
新里　慶博２年

沖縄県立開邦高等学校
呉屋　士郎

物理 太陽光を利用した温水器の制作part２ 城間　正和３年　東江　琉河３年
金城　実希３年　宮城　択志３年

沖縄県立辺土名高等学校
平田　拓郎

物理 テスラ・コイルによる交流実験装置 川合　恵輔１年　早川　皓貴２年
與那覇伊織２年　稲嶺　景介１年

興南高等学校
玉那覇 允

化学
二種類の金属塩混合溶液中における
金属樹の成長特性について

玉城　匡人２年　高江洲佑真２年
吉里　宝旅２年

沖縄県立西原高等学校
宮城　仁志

化学 安くてゴメン！　透明骨格標本
嵩本　愛香２年　野底　海友２年
松川　悠乃２年　大城かなえ２年
野中　秋穂２年　柴田　音黄２年

沖縄県立開邦高等学校
佐和田　千賀子

化学 ルミノールはどこまで光る！？
眞榮平克輝２年　ホサイン ラキン２年
外間　海渡２年　饒平名文希２年
奥原　百香２年　多良　美輝２年

沖縄県立開邦高等学校
島袋　正志

化学 きれいな結晶を作るには
米納　加菜２年　喜舎場華予２年
田島　明莉２年　与那嶺成美２年
赤嶺　百香２年

沖縄県立開邦高等学校
佐和田　千賀子
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入　選
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

化学
平南川・アザカ川の水質及び
赤土流失についての研究Ⅱ

宇栄原　麻亜子　３年
新垣　夏実　３年

沖縄県立辺土名高等学校
藤木　淳平

化学
国場川・長堂川の河川調査Ⅲ
～きれいで遊べる川にするために～

亀川　愛佳３年　島袋　麗奈３年
上原　聖也３年　座嘉比圭介３年
大見　恒貴３年　津波龍之介３年
神谷　佳来３年　具志堅廉弥３年
瑞慶覧大希３年　新垣　力　３年

沖縄県立南部農林高等学校
大城　伸明

化学 ソテツデンプンの利用法を考えるⅠ
奥平亜美瑠２年　伊集　千博２年
新地　美希２年

沖縄県立南部農林高等学校
大城　伸明

化学
化学薬品ゼロ！
～天然防腐剤の開発～

福里　明也１年　城間　愛梨１年
大城みなみ１年

沖縄県立向陽高等学校
城間　篤

化学
電気を使った炎色反応
～静止画による炎色反応の解析と
ゲルを用いた検証～

上運天風華２年　豊里　咲夏２年
比嘉　結衣２年

沖縄県立球陽高等学校
保里　修太郎

生物
渡嘉敷産　ミナミメダカ復活プロ
ジェクト！

大城　海人３年　市村　悠里３年
玉城　正武３年　金城明日菜３年
原中　夏海３年　八巻　剛士３年

沖縄県立沖縄水産高等学校
奥田　賢司

生物
嘉津宇岳のバタフライ・ウォッチングⅤ
～年変動から分かる台風の影響～ 北村　澪　１年 沖縄県立名護高等学校

玉城　小枝子

生物
糖の種類と濃度がニチニチソウ花粉
管の発芽と伸長に及ぼす影響

安里　正喜２年　武内　聖２年
比嘉　海斗２年

沖縄県立西原高等学校
宮城　仁志

生物
生きよ！ベタ　～フレアリングによ
る適度な負荷とは～

仲盛はるな２年　城間　琳　２年
新里　莉子２年　又吉　莉子２年
屋良菜々子２年　高安穂乃香２年

沖縄県立開邦高等学校
近藤　吉生
谷口　エリ子

生物
味方はあなたの足元に
～植物成分による防カビ効果の研究～

新垣　光美２年　新川　光　２年
金城　真紀２年　新里南々子２年
福本　涼香２年

沖縄県立開邦高等学校
谷口　エリ子

生物
防げ！お肌の砂漠化！
NEVER GIVE UP ！
～オクラの粘り気成分の活用法～

金城　未来２年　任田くるみ２年
伊良波梨奈２年　金城　伶奈２年
中村　百香２年

沖縄県立開邦高等学校
谷口　エリ子

生物 北農校内に生息する淡水魚調査
中野　陽葉１年　仲宗根和哉１年
金城　昌英１年　東江　涼夏３年
玄番　雛　３年

沖縄県立北部農林高等学校
與那嶺　創

生物 校内を流れている河川の調査 座嘉比圭介３年　大見　恒貴３年
津波龍之介３年　上原　聖也３年

沖縄県立南部農林高等学校
大城　伸明

生物
植物抽出液におけるカビへの
抗菌作用について

新川　凜　２年
新里　海咲　３年

沖縄県立向陽高等学校
城間　篤
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入　選
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物
シリケンイモリの飼育下における
摂食行動と２年間の体長変化

城間　俊紀１年　宮國　雅士１年
城間　達実１年　青栁　楽　１年

沖縄県立向陽高等学校
城間　篤

生物 辺土名高校内のアリ相Ⅱ
町田佳生莉３年　外間　廉志３年
宮城　浩太３年

沖縄県立辺土名高等学校
髙良　耕平

生物
ツグミ科２種の外部形態と骨格の比
較　－渡りとの関係を中心に－

幸地　佑　２年　呉屋　孝亮２年
平良　未来２年

沖縄県立知念高等学校
田中　聡

生物
田嘉里川周辺における
バタフライ・ウォッチング
～チョウを用いた緑の環境診断～

金城　実希　３年
新垣　夏実　３年

沖縄県立辺土名高等学校
北村 崇明　與那覇 卓也
藤木 淳平

生物
大保ダム流域における水生生物
調査Ⅴ　～ダム運用後の経年変化～

村田　瑞貴３年　金城　実希３年
新城　隼人３年　新垣　夏実３年
伊是名良平３年

沖縄県立辺土名高等学校
北村 崇明　藤木 淳平
與那覇 卓也

生物
「辺高生き物博物館」をつくろう！
その弐

奥間　樹生３年　神山　知紀３年
辺土名朝蓮３年

沖縄県立辺土名高等学校
東　竜一郎

地学 石垣島の光害（ひかりがい）調査 大城　雄矢１年　金城　寛１年
垣花　龍　１年

沖縄県立八重山高等学校
藤本　治彦

地学
国頭マージ、島尻マージの性質に
ついて
～本校の農場の土壌と比較する～

奥平亜美瑠２年　伊集　千博２年
新地　美希２年

沖縄県立南部農林高等学校
大城　伸明

地学
柱状節理の成因に関する研究
～対流説 vs 収縮説～

恩納　絵美２年　新垣　結花２年
堀　有那　２年

沖縄県立コザ高等学校
永井　秀行

地学
ストームグラスの神秘
～結晶変化の謎に迫る～ 山内　夏　２年 沖縄県立普天間高等学校

福原　聡

産業
ちゅらまる（甘藷）のバイオ苗に
関する研究

糸数　鈴花２年　比嘉　一翔２年
新垣　花奈２年　金城　祐哉２年

沖縄県立南部農林高等学校
德永　公男

産業 緑のカーテンの研究パートⅢ 伊徳田　大地　３年
糸村　純　３年

沖縄県立中部農林高等学校
濱里　　登

物理 人力発電 ジョナ　ホワイト　小５ E.C.キリン　エレメンタリー　スクール
ローリー　ハッチャー・ペガン

化学
どのフルーツが最も高い電圧を
発生させるか？ アイザック　ドゥー　小５ E.C.キリン　エレメンタリー　スクール

ローリー　ハッチャー・ペガン

化学
より早く氷を溶かす条件はどれ
か トレジャー　キール　小５ E.C.キリン　エレメンタリー　スクール

ローリー　ハッチャー・ペガン
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入　選
科 目 作　品　名 受　賞　者　名 学 校 ／ 担 当・指 導 者

生物
心拍が上がる天気は暑いとき寒いと
き？ アビオラ　エイディガン　小５ E.C.キリン　エレメンタリー　スクール

ローリー　ハッチャー・ペガン

産業 レゴ・ゴンドラ コーディー　ゴンヨー　小５
カデナ　エレメンタリー　スクール
ロバート　バレット

産業 最も熱を伝導する金属は何か？ ブローディー　ロムネック　小５ E.C.キリン　エレメンタリー　スクール
ローリー　ハッチャー・ペガン

産業
味覚テスト　-視覚と嗅覚を失うと
味覚に影響があるのか？ -

マーク　マカブガオ　小５ E.C.キリン　エレメンタリー　スクール
ローリー　ハッチャー・ペガン

物理
燃やす木材の種類が及ぼす炎の温度
への影響はどのようなものか？

ジアーニ　チャヴェズ　中２ リュウキュウ ミドル スクール
マーラ　キメル

物理 太陽光を入れて アレキシス　カーク　中２ リュウキュウ ミドル スクール
マーラ　キメル

物理 ゴムバンドの力 ローレン　バリッチ　中２ リュウキュウ ミドル スクール
マーラ　キメル

化学 肉の腐敗 ジェシカ　バーノン　中２ リュウキュウ ミドル スクール
マーラ　キメル

化学 カゼイン　プラスチック ハンナ　ギルパトリック　中２ リュウキュウ ミドル スクール
マーラ　キメル

化学 これがアスパルテームだ！ ナタリー　マッククースション　中２ リュウキュウ ミドル スクール
マーラ　キメル

生物
教室の温度が及ぼす生徒の記憶力へ
の影響 エレン　ドーラン　中２ リュウキュウ ミドル スクール

マーラ　キメル

生物 ホットな心拍数 イザベラ　ウィットニー　中２ リュウキュウ ミドル スクール
マーラ　キメル
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フナムシの研究

石垣市立平真小学校

４年　山田　貴志

沖 縄 県 知 事 賞
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講　評

　去年は、「うまくドミノ倒しをするには、ドミノを並べる間隔や当たる位置をどのようにしたら良い

か？」という物理分野をテーマに研究をしていました。今年度は、全く違う生物分野から、父親の教え

てくれた「フナムシについての意外な情報」をもとに飼育を始めました。

　山田さんの研究の素晴らしいところは、まず、フナムシをしっかりと観察し、その中で生まれた多く

の疑問点を柱におき、研究を進めたところです。そして、ひとつひとつの課題に対して、どういう方法

で調べたらよいのか、どのような物が必要になるのかを考え、工夫して実験道具を手作りしているとこ

ろも良いです。また、結果をしっかり予想した上で実験を行い、得られた結果からどんなことがわかる

のかを考察し、結論を導き出しました。フナムシの足の速さを調べる実験では、自分やオリンピック選

手とフナムシを比べる視点や比べる方法をしっかりと考え計算しているところ、また足の速さだけでな

く、フナムシがかなり疲れやすいのではないかというところまで、まとめられているところは、驚きま

した。多くの実験を行った研究ですが、どの実験でも、結論を裏付けているのは、条件整備など実験方

法の良さもありますが、何よりもデータ量の多さだと思います。さらに、データ処理、表やグラフを

使って整理したり、イラストや画像の活用など、わかりやすくまとめる能力にも長けていると思います。

そして、フナムシをいろいろな角度から調べ上げ、フナムシの不思議さおもしろさが伝わる研究になっ

たと思います。丁寧に取り組んでいる山田さんなら,これからもきっと素晴らしい発見をしてくれると

期待しています。

❁上位賞受賞のポイント❁

・手作り実験道具の工夫

・実験を繰り返して多くのデータを収集

・図、表やグラフを効果的に使ったデータ処理
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Ⅰ　目的

　自然豊かな八重山諸島は、天然記念物や固有種といった貴重な生き物が生息する楽園として注目をあび、島を訪れ

る観光客は増加し島の経済も活気づいてきている。しかし、一方で、水資源の確保や、開発等に伴う野生生物の生息

地減少が懸念されているのと同時に、八重山の陸水生物についての詳しい生態調査が十分になされていないことを

知った。

　そこで2014年夏から、私たちは、石垣島の陸と海を繋ぐ川(淡水域)の水質や、そこに生息する生物たちを調べた。

その結果、名蔵川水系では近辺の田んぼから流れる肥料や農薬等の影響を強く受けていると考えられるため、2015年

に名蔵川水系にポイントを絞り河川の上流、中流、下流で調査を行った。また、名蔵川河口に広がるマングローブ群

「名蔵アンパル」はヒルギの立ち枯れが問題になっているという報告（アンパル通信2015.5.15谷崎）をうけ、その

原因究明と人間活動が河川にどのような影響を与えているのかを考えることを目的に調査を行っている。

　2016年は、これまで実施した水質検査のデータをモニターし、どのような河川環境の変化があるのかを、生息する

固有種の分布や、外来種の繁殖状況も併せて調査・整理することにした。

Ⅱ　仮説

　川の環境について、パックテストを用いた化学的調査と、指標生物、外来生物を調べることで、名蔵川水系の環境

の変化をとらえることができるであろう。

Ⅲ　調査場所・調査日

●S－１白水川上流域

●S－２白水川中流域

●S－３白水川下流域

●B－１ブネラ川上流域

●B－２ブネラ川中流域

●BS ブネラ・白水合流地点

●KH 神田原排水路

●TH 嵩田排水路

●UH 浦田原排水路

※ マングローブに近い下流域は、潮の干満の影響をうけるため淡水域の水質を調査

石垣島名蔵川水系の水質とそこに生息する生物調査 since2014

～　水質の化学的調査および生物調査による河川環境の変化を追跡調査　～

八重山水環境調査プロジェクトチーム

石垣市立崎枝中学校　　（３年）野里怜生　野村琉花　（２年）石垣文蘭　富川あにか

　（１年）丸山　葵　富川裕二朗　野里実優

石垣市立石垣第二中学校（３年）仲村虹海　冨永万結実（１年）仲村速斗　漢那ゆうな

石垣市立名蔵中学校　　（３年）大江ひかる

沖 縄 県 知 事 賞

BS
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水質調査実施日：平成２８年９月４日　天気：晴れ　調査前一週間雨なし。

　生物採取日　　：平成２８年８月２３日、２５日、２９日、３０日　天気：晴れ

Ⅳ　調査方法

( １）水質

　水質調査は、化学的酸素消費量（COD）、亜硝酸イオン（NO2-）、硝酸イオン（NO3-）、リン酸イオン(PO43-)、アン

モニウムイオン（NH4+）のパックテストを用いて、水中の窒素の数値データを採取した。名蔵水系から水を採取し水

温を測定。水温に応じて、パックテストの測定時間を決定。それぞれの経過時間ごとで比色表をもとにパックテスト

の数値を記録した。

※COD（Chemical Oxygen Demand）

　科学的酸素消費量のことで、水の汚れ（有機物）を薬品(過マンガン酸カリウム)

で化学反応させる時に消費される酸素の量。水の汚れを示す代表的な指標として用い

られる。値が大きい程、水の汚れ(有機物)の量が多い。

※アンモニウム態窒素（NH4+ － N）

　タンパク質などを分解したときに発生。生活排水からの汚染源が近いことを示す。また工場排水、田畑からの肥

料分の流入が考えられる。

※亜硝酸態窒素（NO2- － N）

　アンモニアから硝酸に酸化される途中の生成物。窒素肥料の過剰散布により、土壌中に亜硝酸が集積される。

※硝酸態窒素（NO3- － N）

　酸素の多い水に安定的に存在し、自然浄化の進行度を知るための指標。

※リン酸態リン（PO43- － P）

　農業用化学肥料の流れ込みが多い場所だと高くなる。

( ２）生物調査方法

　河川に入り、網による生物採取を実施。岩の下や葉の下などに生息する水生昆虫を中心に丹念に探る。また、水の

中だけでなく周辺の岩場や木々の周辺の生物も採取し、写真で特徴を撮影。名前がわからない生物に関しては、写真

から見える特徴をもとに文献で調べ、名前や生態などを同定した。

( ３）指標生物による水質判定（きれいな水）

　　沖縄県環境保全課より示されている川の水質階級Ⅰ（きれいな水）の指標生物

　　1，ウズムシ類　　　　　　2，ガガンボ類　　　　　3，ブユ類　　　　

　　4，ナガレアブ　　　　　　5，カワゲラ類　　　　　6，ヘビトンボ類

　　7，マルヒラタドロムシ　　8，ヒメドロムシ類　　　9，サワガニ類

　　10，ナガレトビケラ類　　 11，トビケラ類（コガタシマトビケラを除く）

以上の生物が生息しているかどうかを中心に採取をおこない、同定し水質を判定

( ４）在来生物（固有種・亜種を含む）、外来生物の分布確認

　採取した生物が在来種か外来種かを調べ、在来種に関しては、固有種、亜種、絶滅危惧種、保全種に該当するか文

献をもとに同定。外来種に関しては、特定外来種、要注意外来生物等、環境省の外来種データベースをもとに判断し、

名蔵川水系における分布範囲を探る基礎調査を行う。
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Ⅴ　調査結果（2016年）

グラフ表記の仕方

　これまでの各調査項目データの最大値を100％とし、相対値をグラフ化した。相対値の求め方は、以下の式で求め

た。

相対値（％）＝調査値（ppm）/ 調査最大値（ppm）× 100(％)

　以上のような式で算出した相対値をグラフ化することで、昨年の数値よりどのような変化があるか一目でわかるよ

うに処理した。青いグラフは2015年、赤いグラフは2016年のデータである。昨年、今年と同じ値は2016年の赤いグ

ラフが上面に示されている。

・ユゴイ　Kuhlia marginata
　分　　布：　南日本・台湾・フィリピン・インドネシア

　生息環境は汽水域から河川中流域、エビやカニなどの甲殻類、昆虫や小型

の魚を食べる肉食魚。体は銀色で体側と背側と尾びれの基部には黒斑点が散

在する。全長２０ｃｍ程度。

・シマヨシノボリ　Rhinogobius sp
　分　　布：　青森県～南西諸島・朝鮮半島・台湾

　腹の下にある吸盤で岩にはりついていたところを網で採取。流れの緩やか

な岩場に数多く生息しているところを確認。

●Ｓ－ １白水川上流
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・ムラサキサワガニ　Geothelphusa marginata marginata
　分　　布：　石垣島

　　固有亜種。亜種のカッショクサワガニが西表島に生息。

　　渓流や森林内の湿地に生息する。

　　環境省RDBでは、準絶滅危惧種に指定されている。

　　（沖縄県：絶滅危惧種Ⅰ類）

　※サワガニ･･･きれいな水の指標生物

・コナカハグロトンボ Euphaea yaeyamana Oguma
　分　布：石垣島・西表島

　西表島と石垣島の固有種。山間部の渓流沿いが本種の生息地。オス

は縄張りをもち、そこにやってきたメスと交尾する。卵は水中の植物

の組織などに産み付ける。潜水産卵もよく観察できる。

　沖縄県レッドデータブック（2005年)の絶滅のおそれのある地域個

体群 　体長約 5cm

　幼虫　採取場所：ブネラ上流

　山間部の渓流周辺の中の岩の表面に張り付くようにして生息する。

　沖縄県のRDBでは、石垣島の方が西表島より森林面積が狭いため石

垣島の成虫の個体群を「絶滅のおそれのある地域個体群」としている。

体長約5mm （撮影時）

・リュウキュウカジカガエル　Buergeria japonica
　分　布：南西諸島

　本土のカジカガエルとは形態的に違う部分があり、リュウキュウカジカガエルは、

手足の先端部分には吸盤が発達しており、後ろ足には水かきが発達。

　体長は、３５mmと小さく、天敵はヒメハブなどのヘビ類。

●Ｓ－２白水川中流
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・ミナミテナガエビ　Macrobrachium formosense
　分　布：神奈川県から沖縄・台湾

　大型のミナミテナガエビを網で採取。大型は黒色が濃くなり特徴がわかりに

くいが、小型の胸部分には3本の「川の字」模様があり同定しやすい。

　大型のエビでは「コンジンテナガエビ」もよく知られているが、ハサミの先

端にオレンジの筋があることで区別できる。

・コウタイ　Channa asiatica　※要注意外来生物
　分　布：台湾・中国・ベトナム北部

　タイワンドジョウやライギョと同じスズキ目タイワンドジョウ科。国立環境研究所による侵入生物データベースに

よると、大阪府、沖縄本島、石垣島に1960年代に移入され石垣島のコウタイは「絶滅した可能性」と記されている。

しかし、私たちの調査中、橋の上から何度も目撃しており、現在捕獲および分布調査に取り組んでいる。

・ミナミタニガワカゲロウ　Ecdyonurus
　分　布：石垣島・西表島

　2014年に私たちは「シロタニガワカゲロウ」と同

定したが、陸水生物の専門の方に同定を依頼した結果、

石垣島・西表島にのみ生息する、固有種であることが

わかった。シロタニガワカゲロウとは、足のつけ根の

部分に、細かい毛が２段に生えてることで確認できる。

体長約15mm

　※　カゲロウ類･･･きれいな水の指標生物。

←幼虫　↑ 成虫

●Ｓ－３白水川下流

●Ｂ－１ブネラ川上流
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・ヤエヤマシマトビケラ　H. yaeyamensis Tanida
　分　布：石垣島・西表島

　石垣島・西表島にのみ生息する固有種。沖縄本島に生息するウルマーシ

マトビケラとよく似ているが、頭部前側縁に低い突起があることで確認で

きる。岩の下に砂をつなぎ筒状の巣をつくる。体長約10mm（撮影時）

　※トビケラ類･･･きれいな水の指標生物

・フタツメカワゲラ　Neoperla　geniculata
　分　布　琉球列島・屋久島

　体は一様な黒褐色。頭部側面の黒色の複眼の間に、栗色の"単眼"　があ

るのが特徴。

　※カワゲラ類･･･きれいな水の指標生物

・ボタンウキクサ　Pistia stratiotes　　※特定外来生物
　分　布：アジア・オーストラリア・南北アメリカ

　1920年代に観賞用として輸入。繁殖力が非常に強く、水面を覆いつくす

ことで他の植物の光合成を妨げ、生育出来なくしてしまう。生態系などに被

害を及ぼす種として外来種生物法により栽培したり、野外に放したりするこ

とを厳しく禁止している。

●Ｂ－２ブネラ川中流

●ＫＨ神田原排水路
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・ナイルティラピア　Oreochromis niloticus
　分　布：アフリカ東西、イスラエル

　1960年代にエジプトから食用として輸入。雑食性であり貪欲で、口に入

る動植物を生死問わず食べる。

　性質の荒い種が多く、縄張りに侵入してくる他魚をしばしば執拗に攻撃

する。要注意外来生物に指定されている。

・カダヤシ　Gambusia affinis　※特定外来生物
　日本へは1916年にはじめて台湾島経由で導入された特定外来生

物。蚊の幼虫（ボーフラ）退治として日本に持ち込まれる。汚濁

に強く繁殖力が高い。名蔵ダムでも多く生息していることが考え

られる。「日本の侵略的外来種ワースト100」にも指定さている。

・オオヒキガエル　Rhinella marina　※特定外来生物
　分　布：中南米

　サトウキビの害虫駆除のために、約30年前に数匹が持ち

込まれ、現在では島全域に推定3～5万匹生息。口に入るも

のなら何してみるとてしまう上、強い毒を持っているため在

来昆虫などに影響を与える可能性がある。生態系などに被害

を及ぼす種として外来種生物法により生きたままの運搬や飼

育が禁止されています。

オオヒキガエルの

卵。1～5万個の卵

を産む。

●ＴＨ嵩田排水路

●ＵＨ浦田原排水路
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■　名蔵ダム上流にある公園内の池

　これまで調査場所として入れてはなかっ名蔵ダム上流の公園の池。昨年確認されてなかったアメリカザリガニの

繁殖が確認された。環境省が防除に取り組んでいる。池のそばには、公園から生き物を持ち出さないよう呼びかけ

る環境省からの看板も。他にもホテイアオイ、グッピーの生息を確認した。

・アメリカザリガニ

Procambarus clarkia
水生昆虫を補食するなど、生態系への影響が

懸念されている。

水深が浅くて流れのゆるい泥底の環境に生息

している。

・ホテイアオイ

Eichhornia crassipes
殖力が強く、すぐに水面を覆い尽くし水の流

れを滞らせ水質の悪化を招くため「青い悪

魔」と呼ばれている。

・グッピー

Poecilia reticulate
メダカの生息環境に対する脅威となっている。

ホームセンターなどで観賞用として売られて

いる。

各調査地点で採取

された生物

名蔵ダムへつながる池の排水口

外来種を捨てないよう呼び

かける環境省からの看板
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Ⅵ　考察

　上流、中流、下流における水質調査をし、昨年の調査結果と比較してみるとどの地点去年よりも数値が高くなって

いる。原因として夏季の干ばつによる水の減少で、水の流れが少なくなっていることも関係していると考えられる。

流れが「ほぼなし」、「遅い」調査地点ではいずれもCODの値が高くなっており、特に神田原排水路、浦田原排水路

では、水温が31℃以上と高く、流れがないことで水が淀んでいる。また、生物的な要因として、大量に発生したボタ

ンウキクサなどが、流れを滞らせていることで、水質の悪化を招くことも無視できない。

　2014年から水質調査をした結果から窒素とリンの両方の値が高い各排水路地点では、人々の生活から排出された有

機物（汚れ）などが川に流れ込んできていることが分かる。特にリンの値が高い河川においては、田畑からの肥料分

の影響を受けているといえる。また、アンモニアの値も高い浦田原排水路に関しては、周辺地域からの生活排水の影

響も考えられ、直接流れ出る名蔵アンパル湿地帯への環境負荷と、ヒルギの立ち枯れとの関連性も疑われる。今後マ

ングローブ林における水質、泥、生物などの多角的な調査および、変化を比較した継続的なデータの収集が必要であ

る。

　今回の調査では、外来種の生息範囲が広範囲に広がっていることも明らかになった。特に、ティラピア、グッピー

は、下流域から名蔵ダムの上流域まで生息が確認された。さらに、昨年の調査では生息が確認されなかったアメリカ

ザリガニが、名蔵ダム上流域にある公園内の池で確認された。いずれも人間の手によって上流域へ放流されたものだ

と考えられ、卵や幼体が今後ダムを経て下流域に分布を広めるのではないかが懸念される。同地点のブネラ川上流域

では、石垣島の固有種である水生昆虫が採取され、貴重な生物の生息地となっていることも明らかになった。採取さ

れた水生昆虫は、きれいな水であることを示す指標生物であることから、上流域の水質がきれいであるということも

明らかになった。しかし、今後外来種の存在が、固有種の生息数に影響を与えることが懸念される。

今後の課題として、名蔵川水系だけでなく、島内の河川の水質及び生物の調査を行い、各河川の環境の変化を比較・

追跡調査していくことが求められる。また、外来種を防除し、在来種・固有種の生息域をどのように保護していくか

専門機関を含めて考えていくことも必要だと思う。一方で、外来種を増加・繁殖させないために、外来種に対しての

認識を深めることも必要であろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な参考文献

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・日本産水生昆虫検索図説（東海大学出版会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・琉球列島の陸水生物（東海大学出版会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・名蔵アンパルガイドブック（石垣市）

　八重山水環境調査プロジェクトチームメンバーと主な役割

　○水質調査班･･･水質イオン分析、化学肥料水溶分析、濁り・透視度調査 他

　　　野里怜生（崎枝中3年）野村琉花（崎枝中3年）仲村虹海（石垣第二中3年）

　　　冨永万結実（石垣第二中3年）大江ひかる（名蔵中3年）

　○生物調査班･･･フィールド採取、生物写真撮影、生物同定、解剖検査 他

　　　石垣文蘭（崎枝中2年）富川あにか（崎枝中2年）野里実優（崎枝中1年）

○土地利用調査班･･･農地利用調査、栽培作物調査

　　丸山葵（崎枝中1年）富川裕二朗（崎枝中1年）

　　仲村速斗（石垣第二中1年）漢那ゆうな（石垣第二中1年）
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講　評

○地域の代表的な自然でありムサール条約の登録指定を受けている「名蔵アンパル」とその背景でもあ

る名蔵川水系において､ダムや農地・公園などの諸開発がどのような影響を与えているかを調べ、水

系保全に向けた基礎調査としての研究の意議・目的はすばらしいものがあります。

○開発をまぬがれたダム上流部と開発された下流部の生物調査の結果は、地域本来の自然が諸開発行為

によりどのような影響を与えるのかを示す大変象徴的なデータです。今後の課題としてあげているモ

ニタリング調査は是非後輩達へ引き継がれることを期待します。

○研究レポートは丁寧な調査で得られた結果をグラフや表で丁寧に整理・分析しており、パネルも分か

り易くまとめられています。　３つの中学校の枠を超えた活動は、地域における自然保護活動の新た

なスタイルの在り方を示す一つの事例としても評価できます。指導された地域のスタッフの皆さんに

敬意を表します。

　これからも、身近な自然に興味を持ち、不思議さ、疑問を科学的な手法で自ら解き明かす姿勢で、研

究を継続されることを期待します。

❁上位賞受賞のポイント❁

○研究の目的・意議が明確であり、調査項目やデータ処理も適切である。その上で研究の結果として得

られた知見は､地域の環境保全を考える上での基礎となる大きな成果も得ている。
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「きれいな音」を出すには？　パート３

～階だん木きんの作成～

南城市立大里北小学校

４年　菊川　乙音

沖縄電力社長賞
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講　評

　１年生の時のテーマ「せみがなぜ大きな音を出せるのか」から興味を持ち、２年生の自作の木琴づく

りを通して、きれいな音を出したいという追究が４年生まで継続して研究されています。その成果物と

して、今年度は長さを変えずに厚さだけを変えた自作の木琴が仕上がっています。音の高さには、角材

の厚さが影響している事を確かめ、サンダーで均一に角材を削り、ノギスで厚さを正確に測り、音階を

確認しながら、さらに音を共鳴させる工夫も取り入れられています。

　音階によって変わる角材の厚さや、共鳴する管の深さから、実際の木琴と比較してみると、新たな気

づきがあるかも知れませんね。その違いを追究していくと、よりきれいな音が出せるようになっていく

でしょう。

　来年も、よりきれいな音を出せる木琴づくりに挑戦してみて下さい。

❁上位賞受賞のポイント❁

・角材を均一な厚さに仕上げている。

・正確な音階をつくることができている。

・共鳴筒の深さも正確に測り、響く音を作り上げている。
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Ⅰ：研究の動機

　僕は、祖父と一緒に植物を見て回ったり、写真を撮影したりするのが大好きです。でも、たくさんの植物がある

ので名前を調べるのはとても大変です。簡単に調べられる方法はないかと考えていたら、祖母がこんな本が出版さ

れるよと言って「琉球の樹木全種が、葉っぱ一枚で調べられる!琉球の樹木」というチラシを見せてくれました。

他に似たような本はないかと図書館で調べてみたら、「葉の名前が葉っぱでわかる」「葉実木のかたちで調べる樹

木の名前大事典」などを見つけました。祖父に葉で植物の名前を調べられる方法がないかと相談しました。すると

カルタみたいなカードを研究してみたら？とアドバイスしてもらったのでチャレンジすることにしました。

Ⅱ：研究の目的

　１：うるま市立伊波中学校周辺で採集した植物について、カードの表面に葉の画像、裏面にその植物の画像を印刷

し、カードを作る。

　２：葉を形質（単葉・複葉、葉序・切れ込み・葉縁）に分けて表にする。

　３：カードにした植物の名前が簡単に分かるよう、下記の項目毎にリスト作成する。

　　①：307の目録･･･････資料Ⅰ

　　②：野生植物････････資料Ⅵ

　　③：栽培植物････････資料Ⅶ

　　④：逸出帰化･･‥････資料Ⅷ

　　⑤：帰化植物････････資料Ⅷ

　　⑥：木本･･･‥･･･････資料Ⅸ

　　⑦：草本････････････資料Ⅹ

　　⑧：つる植物････････資料11

　　⑨：食用・薬用････････資料12

　　⑩：薬用植物････････資料13

　　⑪：食べられる･･････資料14

　　⑫：有毒植物････････資料15

　　⑬：街路樹･･････････資料16

　　⑭：絶滅危惧････････資料17

カード式　葉で調べる植物307

うるま市立伊波中学校

２年　伊佐　颯真

沖縄電力社長賞
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Ⅲ：研究の方法

　１：調査及び採集に用いたもの

左から順に

テプラ

カメラ

ルーペ

数取器

剪定ばさみ

ビニール袋

　２：葉の採集からまとめまでの手順

葉を採集する 葉をスキャンする スキャンしたものを加工処理

用紙に貼り付ける 　（表面）    　　説明文を入れて印刷する    　　　　（裏面）
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単葉・複葉と各部分の名称

不分裂葉　　　　　　　　　分裂葉　　　　　　　　　　　　羽状複葉：小葉がたくさんある葉

切れ込みがない葉　　　　　切れ込みがある葉　　　　　　　三出複葉：小葉が３ 枚の葉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掌状複葉：小葉が手のような形の葉

互生：葉が交互につく　　　　対生：葉が向かい合ってつく　　　　輪生：３ 枚以上が集まってつく

全縁：縁にぎざぎざがない　　鋸歯縁：縁にぎざぎざがある

Ⅳ：「カード式 葉で調べる植物307」調査の結果

　１：葉のつくりと形質について

　シダ植物(16)と裸子植物(2)を除く２８９について、単葉・複葉、分裂・不分裂、葉序、葉縁に分けて検討する

と下のようになった。

　　289のうち、単葉（252）・複葉（37）だった。（図１）

　　（1）　単葉について（図2－1・2・3・4・5）

　　　　単葉の内訳は不分裂葉（229）・分裂葉（23）だった。

　　　①　不分裂葉（229）について（図2－1・2・3・4）

　　　　

　　　　　葉序で検討すると互生（171）・対生（56）・輪生（2）だった。

　　　　＊互生（171）について葉縁で検討すると鋸歯縁（44）・全縁（127）だった。

　　　　＊対生（56）について葉縁で検討すると鋸歯縁（15）・全縁（41）だった。

　　　　＊輪生（2）は鋸歯縁（1）・全縁(1)だった。

　　　②　分裂葉（23）について（図2－5）

　　　　　葉序で検討すると互生（22）で対生（1）だった。

　　　　＊互生（22）について葉縁で検討すると鋸歯縁（10）・全縁（12）だった。

　　　　＊対生（1）は鋸歯縁（1）だった。

　　（2）　複葉について（図３）
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　　　　複葉は羽状複葉（14）・三出複葉（17）・掌状複葉（6）だった。

 

　　　①　羽状複葉（14）について（図3）

　　　　＊葉序で検討すると互生（9）・対生（5）だった。

　　　　＊互生（9）について葉縁で検討すると鋸歯縁（1）・全縁（8）だった。

　　　　＊対生（5）について葉縁で検討すると鋸歯縁（2）・全縁（3）だった。

　　　②　三出複葉（17）について（図3）

　　　　＊葉序で検討すると互生（13）・対生（4）だった。

　　　　＊互生（13）について葉縁で検討すると鋸歯縁（1）・全縁（12）だった。

　　　　＊対生（4）について葉縁で検討すると鋸歯縁（2）全縁（2）だった。

　　　③　掌状複葉（6）について（図3）

　　　　＊葉序で検討すると互生（4）・対生（2）だった。

　　　　＊互生（4）について葉縁で検討すると鋸歯縁（2）・全縁（2）だった。

　　　　＊対生（2）について葉縁で検討すると鋸歯縁（1）・全縁（1）だった。

　２：記載した307について（資料Ⅰ）

　　表Ⅰ 「カード式 葉で調べる植物307」分類表

　　　307種について表Ⅰから

　　　シダ植物は10科16種、裸子植物は2科2種、離弁花植物は70科161種、合弁花植物23科95種、単子葉植物

13科33種だった。

　　　離弁花植物70科の中で一番多かった科は、トウダイグサ科の20で二番目はマメ科の15、三番目はクワ科の13

だった。

　　　合弁花植物23科の中で一番多かったのは、キク科の19で二番目はクマツヅラ科の9、三番目はキョウチクトウ

科とアカネ科の8だった。

　　　単子葉植物13科の中で一番多かった科は、サトイモ科とユリ科の6で、イネ科は4で三番目だった。
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　　表Ⅱ（資料野生・栽培・帰化・逸出）類別分類表（資料Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ）

　　　307種を類別（表Ⅱ）で見ると

　　　野生（167）、栽培（71）、帰化（42）、逸出帰化（27）で、全体の22.5％が帰化植物でした。

　　表Ⅲ（資料：木本・草本・つる）生活型分類表（資料Ⅸ・Ⅹ・11）

　　　307種を生活型（表Ⅲ）で見ると木本（135）、草本（127）、蔓植物（45）で、木本と草本はほぼ同数だった。

　　表Ⅳ（資料：薬用・食可・有毒・街路樹・危惧種） 用途別分類表（資料13・4・15・16・17）

　　　307種を用途（表Ⅳ）で見ると。

　　　薬用植物（82）、食べられる植物（60）、有毒植物（13）、街路樹（22）、危惧種（28）で、26.7%が薬用植

物だった。

　３：カード式図鑑について

　学校周辺で採集した307種を、両面印刷ハガキ用紙を用いて表面に葉の画像と検索ポイント裏面に植物の画像

を印刷した。

　植物カードは五十音順に配列してカード番号をつけた。

　複数の人がカルタ取り形式で学習できるように、読み上げ句をつくった。

Ⅴ：考察

　葉で見分けることの出来る植物をまとめる目的で、うるま市立伊波中学校周辺の植物を中心に無作為に採集した

ら、307種集まった。

　１：葉の形質「シダ植物（16）・裸子植物（2）」を除く289について

　　①　単葉と複葉について

　　　＊単葉は全体の82％・複葉は18％で圧倒的に単葉が多かったことは、複葉は単葉の葉が分裂して分裂葉になり、

分裂葉はさらに深く分裂して小葉柄を持つ小葉になって、三出複葉→掌状複葉→羽状複葉になったと考えら

れる。

　　　　例　アワユキセンダングサに見る葉の変化

　　　　　　茎先の若葉（三分裂葉）→　成葉３出複葉・５出複葉

　　②　不分裂葉(229)と分裂葉（23）について

　　　＊不分裂葉は分裂葉に比べ約10倍の多さである、このことは分裂葉の分裂が深裂→中裂
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         　 浅裂→全縁になったと考えられる。

　　　　例　カジノキ・ヤマグワ　若葉（深分裂）→（中分裂）→成葉（不分裂）

　　③　葉序について

　　　＊互生は（193）で対生（57）・輪生（3）対生と輪生を合わせた数の約3倍だった。このことは、互生した2

枚の葉の節間が縮まって対生に、３枚の節間が縮まり３輪生・４枚の節間が縮まって４輪生→束生へと進化

したとする説を裏付けている。

　２：リストについて

　　　採集した307種のうち、双子葉植物が全体の83.4％を占め、単子葉植物は10.7％だった。

　　＊単子葉植物に比べ双子葉植物の種数が多かったのは、双子葉植物には大きな木とかきれいな花が咲くなど目に

つく植物が多かったからだとおもう。

　　＊帰化率の高い地域ほど自然度が低いといわれている。リストから帰化率を求めると

　　　帰化率＝帰化植物（69）÷　採集した植物（307）×100％は22.5％であった。

　　　このことから、伊波中学校周辺の自然度はかなり低いと考えられる。

  

　　＊薬用植物や食べられる野草などを合わせると142種で、全体の46.3％を占めてた。

　　　このことから、私たちの身近には役に立つ植物が多くあると考えられる。

　　＊ウリカワは、沖縄本島中部で2005年に見つかっただけだといわれていが、去年ウリカワノ群落（金武町屋嘉の

水田）をみつけ、今年イヌトクサの群落（うるま市石川）を見つけた。

　このことから、絶滅危惧種に指定されている植物が、山奥とか離島とかではなく私たちの身近にもあるので

はと思う。

　３：カード式図鑑について

　　＊カード式図鑑はデータベースと関連することによって、いろいろな場面に対応することが出来る。例えば薬用

植物・有毒植物・帰化植物など項目毎にまとめて学習することが出来る。

　　＊読み上げ句を作ることで、複数の人がカルタ取りのように楽しく学習できる。

　　＊読み上げ句を工夫することで、小学低学年・中学生以上・老人会などで楽しく学習できる。

　　　例：焼き芋にして美味しいサツマイモ。アサガオによく似たサツマイモの花。

　　　　　カンダバー（芋の葉）じゅうしぃー（雑炊）は　ぬちぐすい（命薬＝身体に優しい）。

　　＊表面（葉の説明）の記述を変えることによって、その植物について異なった知識を得ることが出来る。

　　＊カード式図鑑を有効活用するには、データベースによるリストつくりが必要である。

Ⅵ　今後の課題

　①　カード式図鑑は、基本となるカードが出来ると、種の数を増やしたり、新たな知見やコメントを加筆すること

ができるので、個人・グループ・職場の図鑑として育てることが出来る。

　②　みんなが簡単に覚えられるように工夫する。

　　例：発達段階に応じた、読み上げ句を作ってカルタ取りのように楽しみながら学ぶ。

　③　植物の種類を増やしたときは、今回同様五十音順に配列し、現在のカード番号に続く番号にする。

　④　学校単位で植物を集め各学校で生徒が楽しく学習できるようにする。
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 Ⅶ　参考文献

　「沖縄植物野外活用図鑑　全１０巻」　　　　　　　　 池原直樹　1989　新星図書出版

　「琉球植物目録」　　　　　　　　　　　　　　　　初島・天野　1994　沖縄生物学会

　「日本帰化植物写真図鑑Ⅱ」　　　　　　　　 　　　植村・勝山・池原・他　2010　全国農村教育協会

　「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物」　　レッドデータおきなわ  2006　沖縄県

　「琉球列島維管束植物集覧」　　　　　　　　　　　島袋　敬一　1990　ひるぎ社

　「沖縄薬草のききめ」　　　　　　　　　　　　　　多和田　真淳　1972　文教出版

　「沖縄の薬草百科」　　　　　　　　　　　　　　　多和田　真淳

　「食べられる野生植物大事典」　　　　　　　　　　橋本　郁三　2007　柏書房

　「沖縄食の大百科ー山野草と山野草料理ー」　　　　池原トミ・池原直樹　1991　沖縄出版

　「琉球列島植物方言集」　　　　　　　　　　　　　天野　鉄夫　1979　新星図書出版

　「沖縄有用植物資料」　　　　　　　　　　　　　　照屋　照和　1979　南風原印刷

　「葉で見分ける樹木」　　　　　　　　　　　　　　林　将之　2010　小学館

　「葉っぱで見分け五感で楽しむ樹木図鑑」　　　　　林　将之　2016　ナツメ出版企画

　「草の名前が葉っぱでわかる」　　　　　　　　　　近田　文弘　2001　大日本図書

　「葉実木のかたちで調べる樹木の名前大事典」　　　近田　文弘　2014　くもん出版

　「検索入門樹木①」　　　　　　　　　　　　　　　尼川大録・長田武正　1988　保育社

　「植物形態学入門ー教師のための植物観察ー」　　　小林萬壽男　1976　共立出版

　「牧野新日本植物図鑑」　　　　　　　　　　　　　牧野富太郎　1963　北隆館

　「実践的植物検索小図鑑」　　　　　　　　　　　　石戸　忠　　1981　講談社

Ⅷ　おわりに

　＊たくさんの文献を調べるのに苦労した。

　＊祖父と一緒に、以前から撮影していた写真が役に立ったので嬉しかった。

　＊学校の近くに、予想していた以上に植物があることに驚いた。

　＊普段は気にしないで見過ごしていた身近な植物に、薬になる植物や食べられる野草、毒を持った植物が多いこと

に驚いた。

　＊植物の採集や撮影・文献の提供・レポートのまとめなど、いろいろサポートして下さった祖父に感謝の意を表し

ます。
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資料Ⅷ－2 資料Ⅸ－1

資料Ⅸ－2 資料Ⅸ－3
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資料Ⅸ－4 資料Ⅹ－1

資料Ⅹ－2 資料Ⅹ－3
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資料11－1 資料11－2

資料12 資料13－1
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資料13－2 資料14－1

資料14－2 資料15
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資料16 資料17

図1
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図2－1 図2－2

図2－3 図2－4
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図2－5 図3

葉で調べる植物307（図1～3）の見方 作成したカードの一部1
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作成したカードの一部2 作成したカードの一部3

作成したカードの一部4 作成したカードの一部5
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作成したカードの一部6 作成したカードの一部7

作成したカードの一部8 作成したカードの一部9
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作成したカードの一部10 作成したカードの一部11

作成したカードの一部12
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講　評

○学校周辺で採集した３０７種の植物について同定(分類)し、さらにスキャンやカメラにより作成された

図版やカードはすばらしい資料です。その上で葉の形態的特徴を丁寧に整理・分類し、カードを活用

した図版の作成作業はさらに多大な時間と労力を要したことが察せられ、その意欲と努力に先ずは敬

意を表します。

○本研究の成果は「誰もが容易に植物を分類できる」という当初の目的を、ある程度達成できており、

学校現場での教材としても活用できるレベルです。　実際の野外における植物たちは、同一株の葉で

あっても変異が多く一筋縄ではいかない事例もでてくることが予想されますが、カルタ式の活用も含

め、楽しみながら更なる工夫で克服されることを期待しています。

○図１の最下段に、次に続く図２の分類群の図版番号（図２－１など）を明示しておくと､スムーズに

利用できます(検討して下さい)。

　これからも、身近な自然に興味を持ち、不思議さ、疑問を科学的な手法で自ら解き明かす姿勢で、研

究を継続されることを期待します。

❁上位賞受賞のポイント❁

○研究の目的・意議が明確であり、調査項目やデータ処理も適切で丁寧ある。特に307種の植物の種の

同定や資料カードの作成にかけた多大な資料・時間・労力に対する努力を評価したい。作成された植

物カードと資料は実際に「教材としても活用できる」レベルにある。
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建物のゆれ

那覇市立金城小学校

３年　呉屋　魅奈

沖縄電力社長賞
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- 124 -



5 6

3 4

- 125 -



9 10

7 8

- 126 -



13 14

11 12

- 127 -



17

15 16

- 128 -



18

19

- 129 -



20 21

22 23

- 130 -



24 25

26 27

- 131 -



28

29

- 132 -



30

31 32

- 133 -



33 34

35 36

- 134 -



37 38

39 40

- 135 -



41 42

講　評

　「高層ビルにのぼった際にゆれているように感じた」という体験から、地震と建物のゆれ方に発展し

て、テーマ設定を行っているところがいいですね。また、自分の考えを再現できる実験装置を作成し、

データを集め、分析しているとこが素晴らしいと思います。実験装置を作成するに当たり、技術の授業

で学んだ知識を活用している点も評価できます。特に電圧を変化させ、振動を強くするため、電池の数

を変えるなどの創意工夫が感じ取れます。また実験でも、ビデオで撮影し、ゆれ方などを細かく分析し

ている点や、ロール紙に揺れを記録するなど、よく観察できています。

　特に分析が細かくなされていて、地面の揺れの大きさと、建物の振幅についての実験では「ゆれと振

幅が打ち消し合っている」という結果にたどり着いています。これは「建物の固有振動」と呼ばれる現

象です。独自の実験でこの現象を見出したことは素晴らしいことです。今後、さらなる実験装置の改良

と、実験内容の充実に期待します。

❁上位賞受賞のポイント❁

　沖縄電力社長賞として、実験道具の作成がポイントとなりました。評価の内容としては、①身近な素

材を利用。②自分なりのアイディアで作成。です。技術の授業で得た知識を活用した車のモーターなど

の使用や、ロールになっている記録用紙、重さや高さを変えるアイディアなど、創意工夫が評価されま

した。
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１．はじめに

　エコクーラーとは、電気を使わなくても部屋の温度を下げることのできる自然に優しいエコなクーラーのことであ

る。私が受けている物理基礎は、名護高校一、暑いといわれている教室で授業をしている。いつも暑い教室で授業を

受けていた中、ある日、物理の先生から世界の面白いニュースを紹介してくれた。そのニュースには、バングラ

ディッシュで実際に設置されているというエコクーラーというものだ。このエコクーラーを使うと室内の温度を５ ℃

も下げることができるらしい。しかもそのエコクーラーはペットボトルを使った簡単な作りで、高校生でも作れるの

ではないかと思い、すぐに興味を持った。もしも、本当にエコクーラーを作ることができ、教室の温度を下げること

ができたならば、毎年の夏、憂鬱な気分で授業を受けなくてよいと考え、是非とも研究したいと思いテーマにするこ

とにした。また、このエコクーラーはペットボトルを輪切りにして並べただけという、あまりにも簡単な作りのため、

本当にこれでクーラーの役目を果たすのかが疑問である。しかし、ニュースに取り上げられ25,000世帯に設置される

ほどブームになっているらしいので、この研究を通してその疑問を解決できるようにしていきたい。

エコクーラーはあるの？

沖縄県立名護高等学校

２年　島袋　桂輔　　森田　日向

沖縄電力社長賞

図1-2.エコクーラーをつける前後の温度

youtube『Eco-cooler』より引用

http://www.eco-cooler.com/

図1-3._25,000世帯に設置済み

『mailOnline』より引用

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3635710/How-

cool-apartment-free-Electricity-free-DIY-aircon-uses-old-

plastic-bottles-used-used-25-000-Indian-homes.html

図1-1.バングラディッシュの民家に取り付けられたエコクーラー

youtube『Eco-cooler』より引用http://www.eco-cooler.com/
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２．バングラディッシュのエコクーラーの実際

　①エコクーラーを紹介しているサイト

翻訳(google翻訳)

バングラデシュの人口の70％以上が田園地帯のスズ小屋に住んでい

ます。長い夏の間、温度は住むに耐え難いここに小屋を作り、45°

摂氏に達する問題に対処するために、グレーダッカはエコクーラー

を設計した - 再目的と使用する世界初のゼロ電気空気冷却器を、

ペットボトルを半分に切断し、利用可能なウィンドウサイズに合わ

せて、グリッドに入れます。風向と気流圧力に基づいて、エコクー

ラーはスズ小屋内の温度を下げることに成功しました。初期テスト

の後、エコクーラーの青写真は、皆のためにオンラインで無料でダ

ウンロード、公開しました。原材料は、エコクーラー費用対効果の

高い、環境に優しいソリューション作り、したがって、容易に入手

することができます。エコクーラーはバングラデシュを横断ニルパ

マリ、Daulatdia、Paturia、ModonhatiとKhaleyaに村に設置され

ています。

　②エコクーラーを設置している地域

　バングラディッシュのDaulatdia、 Paturia、ModonhatiとKhaleyaなどの水田が広がり、電気の通ってない地域

で設置されている。

図2-1. Eco-coolerのサイト

『Eco-cooler』より引用

http://www.eco-cooler.com/

図2-2. Paturiaの航空写真

『Google Earth』より引用

図2-3.バングラディッシュの民家

『Google Earth』より引用
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　③作り方

　バングラディッシュのエコクーラーは実に単純である。右の図２に挙げられたように、STEP１でいくつか適当な

数のペットボトルを用意する。STEP2で窓枠のサイズに合うように板をカットする。STEP3でカットした板にペット

ボトルを差し込めるように穴を開ける。STEP４でペットボトルを輪切りにする。STEP5で板とペットボトルを取り

付けれるようにキャップも底の部分を輪切りにする。STEP６で板に取り付けてキャップをはめる。　

　④エコクーラーの原理

　『grey.com』に示されたエコクーラーの原理は、図2-5に示すように、口を大きく開けて息を吐くと暖かい風が

手に当たるが、口をすぼめて息を吐くと手には涼しい風が当たるというものを利用していると説明している。この

原理からペットボトルのそこから蓋のある口に向けて風を送り込むことで、人間の口を模している。

図2-4.エコクーラーの作り方

『Eco-cooler』より引用

図2-5.エコクーラーの原理

『Eco-cooler』より引用
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３．エコクーラーの実証1-1　～空気は実際に冷えるのか？～

　①仮説

　ペットボトルに勢いよく空気が入り込んでペットボトルの口のところで空気が圧縮されることでボイルシャルル

の法則により温度が上がり、熱を発散する。次に熱を発散した空気が外に出るときに膨張して温度が下がる。

　②調べること

　バングラディッシュのエクコーラーを参考に、２Lと500mlのペットボトルの両方のエコクーラーを制作し、

ペットボトルの大きさで空気を送り込んだときの空気の冷え方が変わるのかを調べる。

　③実験

　　1)エコクーラーの制作

　　　　図3-1.エコクーラー作成の様子の通りにエコクーラーを制作する。

図3-1.エコクーラー作成の様子
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　　2)測定

　図3-2-1の通りに扇風機で風をあててエコクーラーに扇風機をセットして空気を送り、ペットボトルを通る

前後の風の風速と温度をはかる。

　　3)測定結果

　　　　温度

図3-2-1.エコクーラーペットボトル大
図3-2-2. 風の吹きこむ方向

図3-2-3.風速計

「Kestrel2000」 図3-2-4.温度計

「タニタTT533」

図3-2-5.サーモグラフィ

「FLIR TG165」

図3-2-6.サーモグラフィにて観測

温度

風の通る箇所を観測してから1分後の温度を

測る

風速

観測してから1分程度の平均風速を測る

サーモグラフィー

ペットボトルの口の部分の温度変化を測る

図3-3-1.

ペットボトル小(外⇔内)

図3-3-2.

ペットボトル大(外⇔内)
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　　　　風速

図3-3-3.ペットボトル小

(外⇔内)

図3-3-4.ペットボトル大

(外⇔内)

表3-3-1計測結果

表3-3-2サーモグラフィ＿ペットボトル小500ｍｌ
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　　4)考察

　当初、「勢いよく空気が入り込んでペットボトルの口のところで空気が圧縮されることで熱を発散し、出て

きた空気は膨張し物理的に温度が下がる」と考えたが、測定結果より、ペットボトルの大きさを変えてみても

温度は下がらないことが分かった。

　また、実験データが正しいものなのか調べるために、入口と出口で、流体における質量保存の法則が成り立

つということを利用して、連続の式を使い、風速から温度変化の可能性を調べることにする。

表3-3-3サーモグラフィ＿ペットボトル大２Ｌ

図3-4-1
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　　　　入口と出口で、流体における質量保存の法則が成り立つのであれば、連続の式が成り立つので、

　　　　ρ1・S1・ν1＝ρ2・S2・ν2

　　　　ν2＝　　　　　 となり、

　　　　もしも、この実験における空気が圧縮されてないとすると

　　　　ρ1＝ρ2

　　　　になるので、

　　　　ν2＝

　　　　実際に計算してみる。

　　　　ペットボトルの口はΦ20mmなので、

　　　　10×10×3.14＝314mm2

　　　　ペットボトル小の断面積は

　　　　65×65＝4225mm2

　　　　ペットボトル大の断面積は

　　　　95×80＝7600mm2

　　　　これらの数値を以下の式に代入すると、

　　　　ν2＝

　　　　ペットボトル小　　　　　　　　　　　　　　　ペットボトル大

　　　　ν2＝　　　　≒35〔m/s〕　　　　　　　　　　ν2＝　　　　 ≒60.5〔m/s〕

　　　　観測値と理論値に大分差が開いている。

　　　　観測値のデータが正しいとするならば、シャルルの法則により、空気が急激に冷やされて収縮して出てきて

いることになる。もしもこの値が正しいとするならば、どれぐらい温度が下がるのか計算してみる。

　　　　一秒あたりにペットボトルの口を通過する空気の体積をそれぞれ

　　　　V観測値、V理論値、とすると

　　　　一秒あたりにペットボトルの口を通過する空気の体積＝風速×ペットボトルの口面積で体積は求められる。

　　　　ペットボトル小　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペットボトル大

　　　　観測値の1秒当たりの空気の体積　　　　　　　　　　観測値の1秒当たりの空気の体積

　　　　V観測値 ＝ν観測値×Sペットボトルの口　　　　　　V観測値 ＝ν観測値×Sペットボトルの口

　　　　　　　　＝2. 8×314　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ＝3. 4×314

　　　　　　　　＝879.2mm3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ＝1067.6mm3

ρ1・S1・ν1

ρ2・S2

S1・ν1

S2

S1・ν1

S2

4225・2. 6

314

7600・2. 5

314
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　　　　理論値の1秒当たりの空気の体積　　　　　　　　　　理論値の1秒当たりの空気の体積

　　　　V理論値 ＝ν理論値×Sペットボトルの口　　　　　　V理論値 ＝ν理論値×Sペットボトルの口

　　　　　　　　＝35.0×314　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＝60.5×314

　　　　　　　　＝10990.0mm3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＝18997.0mm3

　　　　これらの体積をシャルルの法則に当てはめると、

　　　　　 ＝　 より

　　　　　　　 ＝

　　　　T' ＝ 

　　　　と表せられる。

　　　　これに、各値を代入すると、

　　　　ペットボトル小

　　　　T' ＝　　　　　　＝　　　　　　　＝24.1〔K〕　（－248.9℃　）

　　　　ペットボトル大

　　　　T' ＝　　　　　　＝　　　　　　　＝16.9〔K〕　（－256.1℃　）

　このように、非現実的な数字になってしまう。また、実際に計測した温度計にも、表3-3-2、表3-3-3の

サーモグラフィにも温度の変化が見られないため、実験のやり方が正しくないと考えられる。仮に、風速が間

違っているとするならば、計測の仕方に問題がある。そのため、ペットボトル内ではどのような気流になって

いるのか、ペットボトル内に細い毛のついたスティック(図3-4-2)を入れて図3-4-3のように風を送り調べる

ことにした。

V理論値
T室温

V観測値
T'

T室温・V観測値
V理論値

V
T

V'
T'

T室温・V観測値
V理論値

(28.5+273)×1067.6
18997.0

T室温・V観測値
V理論値

(28.5+273)×1067.6
18997.0

図3-4-2 図3-4-3

図3-4-4
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　　　　このとこより、扇風機から送られた風は、図のようなっていると分かった。

　　　　そのため、正しくペットボトルの中を通過しきれず、「Eco-cooler」に示されたように温度を観測できな

かったと考えられる。そこで、風の流れを整えてペットボトルに入る空気が、すべてペットボトルの口から出

ていくことができたならば、きっと温度は下がるだろうと予想して、実験のやり方を工夫してみることにした。

４．エコクーラーの実証1-2～空気は実際に冷えるのか？改良版～

　①仮説

　ペットボトルに勢いよく空気が入り込んでペットボトルの口のところで空気が圧縮されることでボイルシャルル

の法則により温度が上がり、熱を発散する。次に熱を発散した空気が外に出るときに膨張して温度が下がる。

　②実験の改善

　３.エコクーラーの実証で正しく風をペットボトルの口のところまで導かないといけ　ないことが分かった。これ

を実現するためには、扇風機をエコクーラーの前に設置して風を送るのではなく、エコクーラーの後ろから空気を

吸引するといいと考えた。風を吸い込むことで、前から風を送る方法のように風が逆流しない。そのためにブロ

ワーの吸風口をエコクーラーに取り付けて後ろから風を吸い込むようにする。

　　結果、図4-2-1のとおり逆流せず、正しく空気を吸い込むことが確認された。

　　これより、以下のようにブロワーで吸い込んで測定ができるように実験装置を改造した。

図3-4-5

図4-2-2

図4-2-1
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　また、実験の計測値を扱いやすくするために、ペットボトル入口の風速を0.3になるよう、残りの穴をガムテー

プなどでふさいだ。

　③調べること

　バングラディッシュのエクコーラーを参考に、２Lと500mlのペットボトルの両方のエコクーラーを制作し、

ペットボトルの大きさで空気を送り込んだときの空気の冷え方が変わるのかを調べる。

　④実験

　　1)測定

　図4-2-1の通りにブロワーの吸風口をエコクーラーに取り付けて後ろから風を吸い込むようにする。図4-4-

1のようにカメラはビニールの中に入れて撮影ができるようにしておく。この状態で、ペットボトルを通る前

後の風の風速と温度をはかる。

　　2)測定結果

　　　温度

図4-2-3

図4-4-1.カメラはビニールの中に入れておく

図4-4-2.ペットボトル小(外⇔内) 図4-4-3.ペットボトル大(外⇔内)
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　　　風速

　　3)考察

　今回も前回同様にペットボトルを通った空気が冷えることはなかった。

　前回同様に、実験データが正しいものなのか調べるために、入口と出口で、流体における質量保存の法則が

成り立つということを利用して、連続の式を使い、風速から温度変化の可能性を調べることにする。

　今回も入口と出口で、流体における質量保存の法則が成り立つのであれば、連続の式が成り立つとして式を

立ててみる。

　　　(計算過程は「３.エコクーラーの実証１」の「③実験」の「4)考察」を参照)

　　　ペットボトル小　　　　　　　　　　　　　　　　　ペットボトル大

　　　ν2＝　　　　　≒4.0〔m/s〕　　　　　　　　　　　ν2＝　　　　　≒7.3〔m/s〕

　ペットボトルを逆流する風がなくなった分、今回は観測値と理論値が近くなった。

　このように実際の実験データと接近しているため、密度は変化してないと考えられる。そのため、ペットボトルの

口から出てきた風は勢いを増しはするが、当初考えられてきたように、「勢いよく空気が入り込んでペットボトルの

口のところで空気が圧縮されることで熱を発散し、出てきた空気は膨張し物理的に温度が下がる」という理論はいえ

ないことが分かった。しかし、実際には冷えないエコクーラーなのに、なぜバングラディッシュでは25,000世帯もの

家族がエコクーラーを設置しているのか、なぞは深まってしまった。

4225・0.3
314

7600・0.3
314

図4-4-4.ペットボトル小(外⇔内) 図4-4-5.ペットボトル大(外⇔内)

表4-4-1計測結果
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４．バングラディッシュにおけるエコクーラーの需要

　①エコクーラーは嘘なのか？

　このエコクーラーでは空気を冷やすことができないことが証明されたところで、なぜ、バングラデシュの広告会

社「Gray Dhaka」がソーシャルプロジェクト（社会的課題の解決を目的とする活動）として、大真面目に動画や

『Eco-cooler』というサイトを立ち上げたのかが疑問になってくる。そこで、バングラディッシュにおけるエコ

クーラーの需要を再考察してみた。

　②エコクーラー以外で涼しくなる方法

　バングラディッシュには電気が通ってない地域が45％ある。エコクーラーは電気が普及していない、

Daulatdia、 Paturia、ModonhatiとKhaleyaなどの地域で設置されていると示されている。そういったところで、

もしも、涼しくなりたいのならば、打ち水などのように気化熱を利用する方法がある。そこで、バングラディッ

シュでも同様にできないかと考えた。しかしこれにはある問題がある。このエコクーラーを設置している土地のほ

とんどが水田地帯なのだ。そのため、湿気が高く、打ち水で気温を下げるということが効率的ではない、しかも雨

季とも重なり蒸し暑い夏と考えられる。また、バングラディッシュの夏の気候として、一定方向(南西方向)から

吹くモンスーン(季節風)というものがある。このモンスーンに目を付けることにした。

　　前ページの図4-2-1と図4-2-2を重ねてみた。

　　夏場はかなり多くの雨が降り湿度が高い日が多いことが予想される。

図4-2-2.那覇、東京、札幌の年間降水量

『POPBANK』より引用

http://universalbrothers.net/archives/2076
図4-2-1.バングラディッシュの気候グラフ

『climatemps.com』より引用

http://www.dhaka.climatemps.com/

図4-2-3
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　③モンスーンの風を利用するエコクーラー

　もしも、エコクーラーが空気を直接冷やすという観点以外で、現地の人々の暮らしを快適にしているのなら、な

ぜバングラディッシュで25,000世帯も設置されているのかを別の視点で考察する必要がある。例えば、モンスーン

はある一定期間、南西方向の一方向から風が入り込んでくる。この一方向というのは、ペットボトルを切断した一

方向からしか風をキャッチできないエコクーラーの構造上有利に働くと考えられる。しかも南西方向の風というこ

とは、南西側に窓を設置しようものならば太陽の直射日光も部屋の中に入れてしまうことになる。そのため、太陽

の光は遮ったまま、部屋の中に風を送り込みたい。もしかしたら、そのためにエコクーラーがあるのではないか。

　④新しい仮説

　はじめは、空気を冷やす目的であったが、実際に取り付けてみると、「熱帯地方特有の日差しの厳しい日光を避

け効率よく風を部屋の中に導くことができたため、結果エコクーラーのような役割を果たしている」ということで

はないか。

　これを検証するために、段ボールでバングラディッシュの家の模型を作り実験をすることにした。

５．エコクーラーの実証２

　①仮説

　エコクーラーを設置することで、下の図のように日差しが強い日でも日差しを遮り、効率よく空気の循環するこ

とによって、エコクーラーを設置してないものよりも温度が低くなる。

図4-2-3.モンスーンの流れ

『地理講義』より引用

http://blog.goo.ne.jp/morinoizumi33/e/76e4856b0091507e84e57cbb7add4576

図5-1-1.エコクーラー作成の様子
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　②調べること

　バングラディッシュに模した家を段ボールなどで作った。

これまでのバングラディッシュの家として窓のみダンボール、比較のための穴のみダンボール、木の枠にペットボ

トルを取り付けたもの、より現地の家に近づけるてためにトタン枠にペットボトルを取り付けたものの、それぞれ

で温度変化どのようになるか調べる。また、民家の中にある対象物として、図5-3-1に示す※１のナイロン製のお

もりの温度を測る。

　③実験

　　1)バングラディッシュの家を模したエコクーラーの制作

　　2)測定

　　　図5-2-1の通りに並べて、

　　　1_全体の前面の表面温度の様子(サーモグラフィのみ)

　　　2_外側太陽に当たっている部分、

　　　3_内側太陽に当たっている部分（２の裏側）、

　　　4_バングラディッシュの民家の内の対象物として用意した段ボール内のおもり、

　　　5_個々の段ボール内の温度、

　　　6_段ボールの前面に当たる風の風速

図5-3-1.エコクーラー作成の様子
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　　　7_段ボールの後面から出てくる風の風速

　　

　　　を測定する。

　　　1_全体の前面の表面温度の様子(サーモグラフィのみ)

図5-3-1.サーモグラフィにて表面温度を計測
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　　　2_1外側太陽に当たっている部分

　　　2_2外側太陽に当たっている部分

　　　　　ペットボトル無し

表5-3-1. 2_1外側太陽に当たっている部分
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　　　3_１内側太陽に当たっている部分（2_1の裏側）

表5-3-2. 2_2外側太陽に当たっている部分

表5-3-3. 3_１内側太陽に当たっている部分（2_1の裏側）
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　　　3_2内側太陽に当たっている部分(2_2の裏側）

　　　　ペットボトル無し

表5-3-5. 3_2内側太陽に当たっている部分2_2の裏側）
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　　　4_１バングラディッシュの民家の内の対象物として用意した段ボール内のおもり

表5-3-6.4_１段ボール内のおもり
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　　　4_２バングラディッシュの民家の内の対象物として用意した段ボール内のおもり

　　　　ペットボトル無し

表5-3-7. 4_2段ボール内のおもり
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　　　5_個々の段ボール内の温度

表5-3-8.5_個々の段ボール内の温度
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　　　6_段ボールの前面に当たる風の風速

表5-3-9.6_段ボールの前面に当たる風の風速
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　　　7_段ボールの後面から出てくる風の風速

表5-3-10. 6_段ボールの前面に当たる風の風速
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　　3）考察

　「1_全体の前面の表面温度の様子」のサーモグラフィと、「図5-3-2.装置前面の表面温度 ℃」のペットボ

トルの有無、「図5-3-3.装置前面裏の表面温度℃」のペットボトルの有無の結果から、ペットボトルを取り付

けたところの方がかなり温度が低くなっていることが分かる。これは、ペットボトルが太陽の日光を反射して

くれてるからだと考えられる。(ペットボトルを取り付けた実験装置CDは、直接太陽の光が当たっているとこ

ろよりもその裏側の方が温度が高くなっている。これは「FLIR TG165」がペットボトルに邪魔されてうまく測

定できてないためだと考えられる。)さらに、「図5-3-5.段ボール内の温度 ℃」にあるように、D→C→A→

Bの順で温度が低い。これは、「図5-3-6.段ボール前後の風速」より、CDは装置に取り付けられたペットボト

ルのおかげで段ボール内に多く空気を取り込むことができたため、段ボール内の空気循環がうまくされている

ためだと考えられる。Bに関しては直射日光はないが、空気の循環がうまくいっておらず、一番温度が高く

なっている。Aに関しては、自由に空気が出入りできるが、直射日光が段ボール内にも差し込むため温度が高

くなっている。これより、仮説のとおり、部屋の日の当たらないようにしながらも、うまく空気の循環ができ

るエコクーラーには空調を整えるという利点があることが分かった。

表5-3-11
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　　4)まとめ

　以上より、エコクーラーは空気自体を冷やすことはない。しかし、南西の風であるモンスーンの風を、多く

部屋に取り入れるのと同時に、南方向から差し込む強い日差しをブロックすることができる。結果、家内の温

度を上げることなくバングラディッシュの民家の空調を整えるという効果が期待できる。そのため、バング

ラッシュでは25,000世帯という多くの家庭取り入れられたのだと考えられる。すなわち、ペットボトルエコ

クーラーはモンスーンの吹くバングラディッシュに特化した優れたエコな空調装置と言えると結論付けた。

図5-3-2.装置前面の表面温度℃ 図5-3-3.装置前面裏の表面温度℃

図5-3-4.段ボール内の対象物の表面温度℃ 図5-3-5. 段ボール内の温度℃

図5-3-6.段ボール前後の風速
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６．感想

　実際にエコクーラーの研究をしてみて、エコクーラーは実質空気を冷やすことは出来ないが、バングラディッシュ

の気候を利用することで、室内の温度を下げる可能性があることを確かめることができたのが良かった。私が授業を

受けている物理教室は、風の向きが一定ではないため、教室内の温度を冷やすことができないので、エコクーラーが

使えないのが残念である。しかし、今回の実験を通して、それぞれの土地のあった涼しくなるようなアイディアに興

味を持ったので、ここであきらめずに名護高校一暑い物理室を冷やす方法を模索していきたい。

　研究過程に関しては、冷房のない物理室や炎天下での観測は暑くて大変だった。また、観測は天候や時間に左右さ

れるため、自分たちの予定を合わせるのが難しかった。例え予定があったときでも、急な雨で観測ができなかったり

してなかなか予定通りに進めることが出来ず苦労した。室温が5度下がるということをネットで知ったときには期待

していたが、研究を進めるうちにそうではないことを知るととても残念に感じた。しかし、温度が変わらなかったこ

とで、バングラディッシュではどうして5℃ も室温が下がったのかを考えて実験を行い、自分たちの答えを出せたの

で意義のある研究だった。
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講　評

　日常生活からバングラディッシュのエコクーラーに興味を持ち、俗説として世間で言われていること

を鵜呑みにせず実験で確認しようという、研究の着眼点がまず良いと思います。

　検証における考察も、きちんとした計算を使った考察になっていました。計算の結果「ダメ」とわ

かったわけですが、そのような計算も具体的に実行するのはとても大事なことです。

　単純な実験では確認できず否定された形になった冷却効果ですが、そこで終わってしまったら単なる

間違い探しになるところを、別の方向から考えてなんらかの利点があることを思いつき、更にそれを

サーモグラフィを使って見える形で確認したということもよかった点で、科学的考察や推論を正しく

行っていると感じました。この点も高評価できます。また、ポスターも分かりやすくまとめられていま

す。

　考察ではペットボトル口付近の温度をいくつかの条件を仮定し、計算して求めていることは良いが、

その値は非現実的な値になっている。そのことから、計算する上で仮定が間違っている事が考えられる

が、仮定がどのように間違っているか考察する事も必要です。

　今後の研究において自分たちのエコクーラーを作成するようにチャレンジしてみて下さい。今後の研

究に期待しています。

❁上位賞受賞のポイント❁

　この研究をもとに、日本に昔からある涼む方法などを取り入れて、自分たち独自のエコクーラーを作

成すると良いでしょう。
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チョウのしいくかんさつノート（パート３）

豊見城市立伊良波小学校

４年　眞榮城　綾香

沖縄県教育長賞
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215

講　評

　一昨年からの継続研究で，今回で３年目の研究になります。今回はタテハチョウ科４種とセセリチョ

ウ科９種の合計１３種類のチョウについての飼育観察を行っています。

　これまでの研究に引き続きチョウが卵から成虫になるまでの様子がとても丁寧に観察されており，そ

の経過がよくわかります。卵から成虫になるまでの特徴をとらえた写真や丁寧なスケッチと観察の中で

のいろいろな発見は評価に値し，チョウに対する思いが伝わる研究です。まとめ方についても一覧表に

するなどの工夫があり，見やすいレポートとなっています。今回はアオバセセリの食草のヤンバルアワ

ブキを長持ちさせるためにはどうしたらよいのかという課題をについて予想を立てていろいろな条件で

実験を行い，考察しています。

　また，セセリチョウの観察から体のつくりや巣のつくりについて疑問点を見いだし，それを解決する

ための観察に取り組んでいます。課題に対して予想を立ててそれを検証するための実験を行い考察した

り，観察の中から出た疑問点について自分なりに調べたり、考察をした点について前回の研究からの成

長を感じます。観察する中で出てきた疑問を解決するための検証実験や，うまく飼育を継続するために

はどんな条件が必要なのか等，今後，観察に加えていろいろな視点での研究が期待されます。幼虫の成

長についてはグラフ化するなどするとさらに見やすいレポートになるでしょう。

❁上位賞受賞のポイント❁

・観察が継続的に根気強く，詳細に行われており，努力の跡がうかがえる。

・特徴をとらえた写真や丁寧なスケッチで記録し，表にまとめるなどわかりやすく表現する工夫がされ

ている。
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ジグザグあるくの？ダンゴムシ

沖縄カトリック小学校

１年　富濱　蔵人

沖縄県教育長賞
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講　評

　ダンゴムシの交代制転向反応について，いろいろな条件下で観察・実験を行っています。

　観察が丁寧に行われており，まとめ方も表などを活用して見やすくまとめ，努力の跡がうかがえます。

身近な道具を活用して楽しみながら実験が行われていることにも好感が持てます。観察・実験をする中

で触角がダンゴムシの行動に大きく関わっていることを見付けたことは研究として評価に値します。

　ダンゴムシの行動については，触角以外にも他の条件に左右されていないかどうか，いろいろと条件

を変えて実験を行うとおもしろい研究になると思います。また、ジグザグに歩くことは敵から身を守る

ことにつながるということでまとめられていますが，いろいろな説や考え方があるので今後確かめてみ

ると良いと思います。

　ダンゴムシの体の構造についても写真やスケッチでまとめてみると更に良い研究になると思います。

交代制転向反応を示す動物についてはダンゴムシ以外にも多数いるので調べてみると良いでしょう。今

後の発展が楽しみな研究です。

❁上位賞受賞のポイント❁

・観察が丁寧で，いろいろな発見がある。

・小学校１年生らしい豊かな発想で観察や実験が行われている。

・観察や実験からでた疑問を解決するために条件を変えて実験を行い、考察している。

・観察・実験の結果を表を使ってわかりやすくまとめられている。
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目　的

　昨年、「水がボールをつかむ」現象の謎を解く、というテーマで蛇口から流れ出る水がどうやってボールをつかむ

のか、についての研究に取り組み、揚力について関心が生まれました。昨年の研究で、「コアンダ効果」について調

べた本があります。そこにドライヤーを上向きにして出した風が風船をつかむ現象について紹介していました（石

綿・根元、2004）。そこで、ドライヤーの風がどのように風船をつかむのかについて調べて、その中で出てきた疑問

について考えてみました。

材　料

（１）実験台

　水平な台から塩ビパイプを立ち上げ、そこに取り付け部分を支点として角度を自在

に変えられるように大きなクリップを固定しました。クリップにはドライヤーを上向

きに挟みました。分度器の中心におもりを付けた糸を結びつけ、この分度器の90度

から中心を示す方向がドライヤーの風が出る方向になるように、分度器をドライヤー

に固定し、風が出る角度を分度器と糸でわかるようにしました（図1）。

（２）風船の位置

　風船がどの位置にいるのかを調べるため、縦横10cm間隔でマス目状に線を引いた黄色のプラスチックボード（縦

90×横80cm）を実験台の後ろに立てました（図1）。ドライヤーの電源を入れ、そっと風船を風のところで放してや

りました。風が風船をつかんだら、風船の高さに合わせて固定したデジタルカメラで5枚連続撮影し、風船の中心の

座標を読みました。座標は、ドライヤー角度の支点となる場所をゼロとしました。

（３）風　船

　A社製9インチと11インチのバルーンアート風船を使いました。実験に

使う前に、電子天秤で重さをはかりました。実験で使った風船の直径と重

さは、表1に示しました。

（４）ドライヤー

　B社製700WのドライヤーをCOOLモードで使いました。

実験1：ドライやーの風は風船をつかむのか？

方　法

　9インチの風船（オレンジ色）を直径19cmに膨らませて使いました。90度（垂直の方向）にドライヤーを固定して

風を出し、風船がつかまれる位置を確認しました。同じようにして、80度、70度、60度と10度ずつドライヤーの角

度を右側に変えた時の、風が風船をつかむ位置を確認しました。風船をつかまなくなる角度まで実験しました。同じ

サイズの風船（青色）を使ってもう一度同じ実験をしました。

「風が風船をつかむ」現象の謎を解く

豊見城市立伊良波中学校

３年　松山　宏生

沖縄県教育長賞

図１　実験台

表１　実験に使用した風船の種類と

直径、重さ
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結　果

　風がオレンジ色の風船をつかんだ様子を図2に、その結果

を座標に示したものを図3に、青色の風船の結果を図4に示

しました。図をわかりやすくするため、風の角度が90°の

時の風の向きと風船の位置を赤色、80°を緑色、70°をオ

レンジ色、60°を青色、50°を紫色で表しました。どちら

の風船も同じような結果でした。垂直に風を出したとき、風

は風船をつかみました。また、風の角度を横に倒していって

も、風で風船が飛んでいくことなく、風船をつかむことがわ

かりました。風の向きを垂直から倒していくと、風船をつか

む位置が風の流れの向きよりも右下になっていることが分か

りました。そして風の向きが横に傾くほど風船の位置が風の

向きから遠ざかっていく傾向にありました、どちらの風船も

40°の時は風船をつかみませんでした。風の角度を変えて

も風船をつかむ高さは40cm前後でほぼ一定で、60°と50°のときには少しだけ高くなりました。

実験2：異なるサイズの風船で同じ大きさにふくらませた風船のつかみかたを調べる

方　法

　実験1よりもサイズの大きい11インチの風船（緑色とピンク色）を使い、実験1と同じ直径19cmにふくらませて

実験１と同様の実験をしました。

結　果

　緑色とピンク色の風船の結果を図5と図6に示しました。両方の風船とも同じようなつかまれ方をしました。風の

角度が90°から70°では実験1の9インチ風船の時よりも低く20から30cmの高さでつかまれていましたが、60°

と50°の時は風船をつかむ高さが30から40cmと高くなりました。実験1と同様に、風の角度を90°から倒したと

きには風の向きより右下で風船がつかまれ、その位置は角度が低くなるほど風の向きからの距離が遠くなりました。

どちらの場合も風向きが40°のときには風船をつかみませんでした。

図２　風の向きを垂直にした時の、風が風船をつかん

でいる様子。青色の点は風船の中心を示しています。

図３　直径19㎝にふくらませた９インチ風船（オレンジ色）

が風につかまれた位置。矢印は風の向きを示しています。赤

色は風の向きが90度、緑色は80度、黄色は70度、青色は60

度。紫色は50度の時の結果を示しています。

図４　直径19㎝ にふくらませた９インチ風船

（青色）が風につかまれた位置。
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実験3：風船のふくらませる大きさを変えた場合の風船のつかみかたを調べる。

方　法

　ふくらませる大きさを15cmにした場合のつかみ方を9インチの風船（紫色）と11インチの風船（赤色）を使って調

べてみました。実験１と同じ方法で行いました。

結　果

　15cmにふくらませた9インチの風船（紫色）の結果を図7に、11インチの風船（赤色）の結果を図8に示しました。

9インチに比べ11インチの方が全体的につかまれる位置が低い傾向がありましたが、それ以外は実験1、２と同じよ

うな結果でした。今回も同様に40°の時には風船をつかみませんでした。

図５　直径19㎝にふくらませた11インチ風船（緑色）

が風につかまれた位置。

図６　直径19㎝ にふくらませた11インチ風船（ピン

ク色）が風につかまれた位置。

図８　直径15㎝にふくらませた11インチ風船（赤色）

が風につかまれた位置。

図７　直径15㎝ にふくらませた９インチ風船（紫

色）が風につかまれた位置。
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実験4：風船の位置を変えると風船はどう動く？

方　法

　風船がどのように風につかまれるのかを調べるために、

実験1で使用した9インチの風船と70°にセットしたド

ライヤーを用いて次の実験をしました。実験1で風船が

つかまれた場所の周辺4カ所（図9　A～D）から風船を

放して、その後風船がどうなるかを観察しました。

結　果

　Aで放したときには、風船は風に飛ばされるように風の向きに動き、ある場所で動かなくなり風につかまれました

（図10）。Cで放したときには、風船は最初は下に落ちるように動き、その後吸い寄せられるように左下に移動し、

風につかまれました（図11）。A、Cどちらの場合も、つかまれた風船は、実験１の70°で風船がつかまれた場所と

同じ所で安定しました。BとDで放したときには、そのまま風船は下に落ち、風につかまれませんでした。

実験5：ドライヤーの風の安定性の確認実験

方　法

　ドライヤーの風の強さが安定であるかどうかを確かめるため、すべての実験が終わった後で、実験1の風向き90°

と同じ実験を同じ風船を使って行いました。

結　果

　実験１の結果と同様に、高さ40cmの位置でオレンジ色のボールはつかまれました（図12）。このことから、実験

を通してドライヤーの風が安定的に一定であったことが分かりました。

図９　直径19㎝にふくらませた９インチ風船を手から

放した位置。○は実験１で風船がつかまれた位置。

図10　図９のＡで風船を放したときの風船

の動き

図11　図９のＣで風船を放したときの風船

の動き

図12　直径19㎝ にふくらませた９インチ風船（オレン

ジ色）が垂直の風につかまれた位置。

- 234 -



考　察

　90°の垂直に風を出したときに風船をつかむ原理は、前回の「水がボールをつかむ現象」と同じ原理で説明できる

と思います。水の時は流体の向きは上から下向きでしたが、今回は下から上向きです。風がないと風船は下に落ちる

ので、風が風船を下から持ち上げる力と、風船が下に落ちようとする力（重力）とのバランスがとれた場所で止まっ

ていると思います。風船が風の流れから右にずれたとします（図13）。すると、コアンダ効果で風は風船の左側を巻

き込むようにして流れ、そこに左向きに揚力が働き、風船は左側に吸い寄せられるように動くのだと思います。反対

にずれた時には反対側に揚力が働き、また元に戻ろうとして、風船が風につかまれ続けるのだと思います。

　次に風の向きを斜めにしたときのことについて考えてみました。風船には3つの力がかかっています。風船の上に

流れてきた風はコアンダ効果で風船に沿って曲がるので、斜め上に向かって揚力が発生します（石綿・根元、2004、

生駒、2010）。風船の重力もあります。また、風に押される力もかかっています。実験4では風の流れから外れたB

とDの位置から放した風船はそのまま下に落ちました。これは、風船の重力があるからです。ところがAやCで放した

風船は、移動してある場所に来ると動かなくなりました。この場所で3つの力がバランスよくつりあうため、風船は

飛ばされずにその場所で動けなくなるのだと思います（図14）。実験2では、実験1よりも重い風船を実験1と同じ

大きさにふくらませて使いました。その結果、実験1よりも低い位置で風船が風につかまれました。これは重力が大

きい分、三つの力がつりあう場所が低くなったからだと思います。また風船を小さめにふくらませた実験3では風を

受ける大きさが小さくなった結果、つかまれる位置が低くなったのだと思います。

　図14で示したように、風船の上側に空気が流れることで上向きの揚力が発生します。図3から8では、風船の中心

を風船の位置として図に示したので、風船の位置が風の流れの向きよりも右下になったことがわかりました。

　風の向きの角度を変えたとき、それぞれの向きで風船がつかまれる場所は図15の赤丸で示したように、ドライヤー

からの距離が同じ場所になると予想しました。ドライヤーからの距離が同じだと、その場所での風の強さも同じにな

るからです。ところが、結果は図16の緑丸で示したように、風の向きが傾くほど、風船のつかまれる位置がドライ

ヤーから遠くなる事がわかりました。なぜこのようになるのでしょうか。私の予想の場合の、風の押す力と重力と揚

力の関係を、風の向きが80°、70°、60°、50°のそれぞれについて図に書いてみました（図17）。中心から同じ

距離のところに点を書き、その点から重力の矢印を下向きに書きました。同じ風船を使った時は重力は同じなので、

全て同じ長さにしました。そしてその力と釣り合う力を上向きに書きました。揚力は風の向きに対して垂直にはたら

く力のことなので（鈴木、2005）、風の向きに対して上向きに垂直な線を書きました。重力に釣り合う上向きの力を、

揚力と風の力の二つに分解しました（生駒、2010）。すると、風の角度が垂直に近づくほど風の力が強くなることが

わかりました。この点で風船をつかませるようにするには、垂直に近いほど風の力を強くしなければならないので、

私の予想と一致しませんでした。重力と揚力と風の力が釣り合うには、風の向きが50°の時よりは80°の時の方が

強い風が必要なので、中心からの距離が近いところで風船がつかまれるのかもしれません。ドライヤーの風の強さと

距離の関係を風力計を使って調べたら、より詳しく調べることが出来るかもしれません。

図13　風の流れから風船が右にず

れた時の風の流れと揚力 図14　風を斜め下から当てた場合

の風船にかかる力
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最後に

　昨年は流れる水とボールを使って、今年は空気の流れと風船で揚力のことについて調べてみました。どちらとも同

じように揚力が働いていることが分かり、空気も水も同じような性質があることが分かりました。そして実際にどの

様に揚力が働いているのかも見ることができました。また、今回は、垂直ではない力の向きの実験を通して、重力、

揚力、風の力の3つの力がどの様に釣り合うかについても勉強することができ、更に興味がわいてきました。これか

らも揚力について詳しく調べていきたいと思います。

参考文献

　石綿良三・根元光正（2004）、流れのふしぎ－遊んでわかる流体力学のABC、講談社。

　生駒大壱（2010）、中学理科用語集2100改訂版、旺文社。

　鈴木真二（2005）、飛行機はなぜ飛べるのか、http://www.flight.t.u-tokyo.ac.jp/~suzuki/index.html

図15　風船がつかまれる場所と予想した場所（○）と実際につかまれた場所（○）

（９インチ風船を直径19㎝にふくらませた時）

図16　中心から同じ距離での重力と風の力と揚力の関係

→は風の力、→は揚力、→は重力、→は重力と釣り合う力を示します。
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講　評

　昨年は水がボールをつかむ研究に取り組み、今回は風が風船をつかむ現象に取り組む等、研究の継続、

発展性があり、大変良い研究です。

　研究の目的がはっきりしており、仮説を立て、条件を変えながら実験を行い、考察していて、とても

よくできています。実験装置の工夫や測定の仕方もうまく考えられていて感心しました。

　風の向きを変化させ風船の捕まる位置を測定し、また、風船の重さを変え同様な実験を行い、揚力、

風の力そして重力の３つの力で考察を行っている点は良いと思います。

　斜めに風が吹いている場合の揚力の考え方ですが、どうして風の吹いている場所からずれるのかにつ

いては、もう少し考察できることがあるかと思います。ここで起こしている風はどこでも一様で吹いて

いるのではなく、場所によって強さが違います。そのため、図のよう

に風船の左上を通る風と右下を通る風の強さが違うことによる揚力や

抵抗の差が起こります。この部分も考えると、どうしてつりあいの位

置がずれたのかがわかると思うので、考えてみてください。

　左の図には示されていませんが、空気の抵抗による力も重要です

（こちらも風船を押し上げる力になるので）。

　今後の継続研究に期待しています。

❁上位賞入賞のポイント❁

　ポスターの中で、コアンダ効果についても説明しておくと良いです。また、実験においてドライアー

の先に紐などをつけて、風の流れを示し、風船が止まっている時の風の流れを見える形で示すと良いで

しょう。
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水溶液の電気分解を続けるとどのような変化がみられるのか

国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校

３年　新崎　和志　　玉城　祐人

沖縄県教育長賞
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講　評

○教科書の内容から、電気分解を続けた後の水溶液中の溶質について、気体となって発生したり、沈殿

したりすることで電解質がなくなり、電気分解が終了(電流量がほぼゼロになる)し、残った液体は

精製水になるだろうと仮説を立て、実験・観察を行っている。仮説を立てる過程においても、授業で

学習したイオン式を用いて結果を予想、しかし得られた結果が予想と違ったため、さらに追試を行い

考察するなど、科学的手法を踏まえた作品となっている。

○着想のポイントがユニークで、「このようにしたら、こうなるのではないか。」というところから出

発し、予想外の結果についてもインターネットや文献等で正解を調べるのではなく、様々なアドバイ

スを聞きながら、自分たちで正解にたどり着こうとするチャレンジする心が素晴らしい。

○「電解質水溶液の電気分解を続けると精製水が得られるのではないか」という疑問をもった理由を、

もう少し丁寧にまとめるとなお良かっただろう。今後もぜひ、「なぜ？」や「どうして？」という素

朴な疑問を大切にしてほしい。

❁上位賞受賞のポイント❁

○予想外の実験・観察の結果が出ても、そこから考察して検証を重ねていくことで、結果を分析し、事

実に近づくことができるので、観察と考察を大切にすること。

○実験・観察の結果が、仮説のとおりでなくても、すぐにインターネットや文献等で正解を調べずに、

考察すること。
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クラゲの研究

浦添市立神森中学校

１年　平良　建史朗

沖縄県教育長賞
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講　評

○海水浴場での大量発生や、ウミガメの餌としても重要でありながら、日頃はあまりなじみのないクラ

ゲ類について、専門家のアドバイスを受けて実際に自分で観察水槽や維持管理用の器具を作り、飼育

観察が容易ではないクラゲ類の飼育に挑戦し成長観察を行ない、また専門知識を要する標本作りに挑

戦し、レベルの高い標本を作成するなど、その意欲と努力は素晴らしいものがあります。レポートか

らは苦労しながらも研究を楽しんだ様子がうかがわれました

○実験・観察により「クラゲの粘液が、海水中のゴミ（にごり）を絡め取り浄化に寄与する」可能性に

気づいたことは素晴らしい発見です。できれば実際に野外の濁った海水での実験も実施し、その効果

の程度を確認して欲しいものです。

○クラゲの出現状況と海水の水質との関連については、サンプル数や環境要因の分析が不十分と感じま

す。さらに調査項目・地点を増やして更なる追究を期待します。

　これからも、身近な自然に興味を持ち、不思議さ、疑問を科学的な手法で自ら解き明かす姿勢で、研

究を継続されることを期待します。

❁上位賞受賞のポイント❁

○研究対象について、専門家のアドバイスを素直に受けて理解したうえで、自らの手で試行錯誤しなが

ら器具や標本を制作し、適切な手法で丁寧に観察を行なう姿勢は好感が持てる。レポートやパネルも

わかり易く丁寧にまとめられている。

51
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要　旨

　沖縄島北部河川にはミナミメダカとそのメダカによく似る外来種のカダヤシ科魚類（カダヤシ，グッピー，グリー

ンソードテール）が分布する。これらはミナミメダカ→カダヤシ→グッピーと変遷し，昨年の研究や産仔数の多さか

ら今後グリーンソードテールが分布拡大すると予想された。その予想を検証するため，我部祖河川水系における毎月

の採集調査，ミナミメダカとカダヤシ科魚類の仔魚飼育観察，名護市におけるミナミメダカとカダヤシ科魚類3種の

分布調査を行った。その結果，2015年12月から2016年11月，我部祖河川水系において採集されたカダヤシ科魚類

5,949個体のうち，その多くはグッピー（3,164個体）とグリーンソードテール（2,384個体）で，グリーンソード

テールは最大1個体の雌から256仔魚が確認された。また，仔魚を55日間飼育したところ，グリーンソードテールは

平均全長28.4mmに成長し，野外で繁殖可能の大きさとなった。しかし，名護市の全河川分布調査では，グリーンソー

ドテールの分布は拡大しておらず，その理由はグッピーのように海を介して分布することができないためと考えた。

塩分耐性実験の結果，グリーンソードテールは70%海水では実験個体9個体すべてが実験開始3時間で死亡し，60％海

水では12時間で死亡した。我部祖河川は羽地内海に流れる川であり，その河口の塩分濃度は1.2-2.6%（約36-79%海

水に相当）であった。以上より，グリーンソードテールは成長が早くまた産仔数も多いが，現在，名護市においてそ

の分布は拡大しておらず，その理由は塩分耐性が低く，グッピーのように海を介して分布することができないためと

考えられる。また，カダヤシは名護市で減少するが，我部祖河川には多く生息する。これは上流の内原ダムのカダヤ

シの生息数や我部祖河川での分布結果より，内原ダムを供給源とする可能性が高いと考える。

はじめに

　メダカは従来，日本列島，台湾，朝鮮半島から中国大陸にかけて広く分布する種とされていた。しかし，遺伝的お

よび形態的差異に基づき，日本産のメダカはミナミメダカOryzias latipes (TEMMINCK & SCHLEGEL, 1846)（図1）とキタ
ノメダカOryzias sakaizumii ASAI, SENOU & HOSOYA, 2012に分類された(中坊，2013）。日
本に生息するメダカ2種は生息地の減少等により，分布域が大幅に縮小し，現在，環境

省レッドデータブックで絶滅危惧Ⅱ類に指定されている。沖縄県に生息するミナミメ

ダカの場合，生息地の消失に加え， 競合する外来種との競争によりその生息が脅かさ

れ，沖縄県によるレッドデータブックで絶滅危惧ⅠA類に指定されている（沖縄県，

2005）。

　私たち名護高校生物部は2011年秋，部員の「メダカが見たい」という言葉をきっかけに，名護市，大宜味村，国頭

村の川や池，水路などで，メダカを探した。その結果，ミナミメダカの生息場所を確認できたが，メダカと形，大き

さの似る6種の外来種（カダヤシ・グッピー・グリーンソードテール・ゼブラダニオ・パールダニオ・アカヒレ）が

沖縄島北部の淡水域にいることを確認した。そこで，さらに詳しく調べたいと考え，名護市の30河川においてメダカ

が生息するかしないか，またその6種の外来種のうちカダヤシ科魚類3種（カダヤシ・グッピー・グリーンソード

仔だくさんソードテールは海越えず!?

～名護市我部祖河川におけるカダヤシ科魚類の繁殖に関する一考察～

沖縄県立名護高等学校

　　　　　　　　　　２年　稲田　優果　　佐々木　彩月

　　　　　　　　　　１年　玉城　明依　　工藤　　碧　　植田　真名　　島袋　省吾

沖縄県教育長賞

図1. ミナミメダカ
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テール）（図2）の分布について調査した。

　沖縄県名護市におけるミナミメダカの分布の変遷は幸地（1999)に詳しく，「1965年には，羽地大川や我部祖河川，

屋部川，福地川など11水系に生息し個体数も多かった」と記されている。しかし，その後，名護市のミナミメダカは

減り続け，1975～76年の調査では4河川（羽地大川，呉我川水系，喜瀬川，嘉陽川）で確認され（幸地,1977），

1997年の調査では2河川のみ（我部祖河川，安部川）であったと記されている（図3，幸地,1999）。ミナミメダカが

減少した理由として，水質汚濁などの環境悪化の他に，ミナミメダカと形，大きさの似るカダヤシ科魚類のカダヤシ

Gambusia affinis (BAIRD & GIRARD, 1853)やグッピーPoecilia reticulata (PETERS, 1859)との競争に負けたことが報告され
ている（幸地,1992;川合ら,1980）。

　私たち名護高校生物部は2011年，名護市の河川（25水系30河川48地点）におけるミナミメダカおよびカダヤシ科

魚類の現在の分布を明らかにするため，タモ網を用いた魚類調査を行った。その結果，ミナミメダカは名護市におい

て1河川でのみ確認され，グッピーは9水系12河川で観察された。カダヤシは我部祖河川でのみ確認され，グリーン

ソードテールXiphophorus hellerii (HAECKEL, 1848)が2水系2河川で確認された (図4，大隅ら，2014）。
　また，幸地（1977，1999)は名護市の河川の中でも，特に我部祖河川でのミナミメダカとカダヤシ科魚類の分布の

変遷を長年詳細に記している（図5）。1970年，ミナミメダカの生息する川であった我部祖河川は，1975年にはカダ

ヤシの生息が確認され，1982年にはカダヤシとグッピーの分布拡大に伴い，ミナミメダカの分布域が減少した。1999

年には，グリーンソードテールの生息も確認され，ミナミメダカは本河川の調査地点の中で1地点でのみ確認された。

　私たち名護高校生物部は2012，2013年，外来魚の変遷を知ることを目的として，名護市内の河川の中で幸地

（1999)により詳細に調査された我部祖河川及び羽地大川を選び，タモ網やもんどり（トラップ）を用いた魚類調査

を行った。その結果を，図6に表わした(大隅ら，2014）。メダカは採集されず，カダヤシは我部祖河川の限られた

図2．カダヤシ科魚類　(左；カダヤシ，中；グッピー，右；グリーンソードテール）.

図3. 名護市におけるミナミメダカの分布（幸地, 1999）.

図4. 名護高校生物部で調査した名護市におけるミナミメダカとカダヤシ科魚類3種の分布. 
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場所で分布が確認された。また，グッピーは最も多く確認され，グリーンソードテールの分布が1999年の調査結果

（幸地，1999）に比べ，増加していることが分かった。

　カダヤシ（図2）は北アメリカ南部の止水に広く生息する淡水魚である。沖縄県には，1919年，マラリア蚊駆除の

ため，輸入され（嵩原ら, 1997），カダヤシの分布拡大に伴い，メダカは駆逐されたと報告された（川合ら, 1980）。

現在は外来生物法により，特定外来生物に指定されている。本研究では，カダヤシの採集，飼育を試みるため，環境

省に飼養許可を申請した。

　グッピー（図2）はアマゾン川北部，トリニダート島，バルバドス島の小川，池，湿地，河口付近の汽水域に生息

する。沖縄島へは1960年代に野外に放流され，1970年代には定着したと言われている（日本生態学会，2002）。

　グリーンソードテール（図2）は中央アメリカ原産で，1960年頃から久米島で繁殖しているのが見られ，その後沖

縄島で確認された（西田ら，2003）。本種は雌から雄への性転換をすることで知られている（多紀ら，1991）が，坂

本ら（2011）は約3,000個体を飼育し，性転換しないと報告している。本調査において、グリーンソードテールの性

転換については言及しない。

　私たちは，今までの野外調査を通して，その結果からいくつかの疑問が生じた。

　まず，はじめに，名護市において，多くの川でカダヤシがいなくなったにも関わらず，我部祖河川でカダヤシ，

グッピー，グリーンソードテールの3種が生息している（図4）。なぜ我部祖河川では，3種が共存できるのだろうか。

　つぎに，名護市でミナミメダカの生息が確認された川は，1999年の調査（幸地，1999）ではグッピーの生息が確認

図5. 我部祖河川と羽地大川におけるミナミメダカとカダヤシ科魚類の分布の

変遷（幸地, 1977，1999を元に作成）.

図6．名護高校生物部で調査した名護市我部祖河川と羽地大川おけるミナミメダカと

カダヤシ科魚類3種の分布.
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され，「（メダカは）絶滅した可能性が強い」と報告された。しかし，現在，ここではグッピーがいなくなり，ミナ

ミメダカが確認されている（図2）。なぜだろうか。

　さらに，大宜味村の池では，2011年メダカは採集されず，グッピーやグリーンソードテールが採集された。ところ

が，2015年初夏，ここではグッピーは採集されずに，ミナミメダカとグリーンソードテールが多数確認された。なぜ，

過去に採集するのが難しいほどに少なくなったメダカが増え，数多く生息していたグッピーが少なくなったのだろう

か。

　このように野外観察から芽生えたさまざまな疑問を解決したいと考え，昨年度，ミナミメダカ，カダヤシ，グッ

ピー，グリーンソードテールを材料として室内における実験調査により各種の生態的特性および形態的特性を調べた。

また，メダカとカダヤシの種間関係については多くの報告があり（児玉，2001；Sato，1989など），また，グッピー

についても幸地（1983）に詳しく報告されている。しかし，これら3種にグリーンソードテールを加えた種間関係は

あまり知られていない。そこで，私たちは主に実験室内におけるこれら４種の種間関係について調べた。それらの結

果を表1にまとめた。

　この結果より，グリーンソードテールは体が他種に比べ大きくなることや，生態的特性においても優位な点が多い

ことが分かった。さらに，グリーンソードテールの産仔数について，坂本ら（2011）は1回の産仔数は多いもので

200を超えると述べ，産仔数が多いことについて言及している。

　ミナミメダカとこれらカダヤシ科魚類3種との関係を「沖縄島ではメダカがカダヤシに，そのカダヤシがグッピー

にと入れ代わっている」と報告され（川合ら, 1980），さらにグリーンソードテールの分布が広がりつつあることが

報告されている（幸地，1999）。

　以上より，今後グリーンソードテールの分布が拡大すると予想した。そこで，本年度はこの予想を検証するため，

野外における繁殖や仔魚の成長を調査し，現在の分布と過去の結果を比較し，その理由について考察した。

材料と方法

１．我部祖河川繁殖生態調査　2015年12月～2016年11月の毎月，我部祖河川水系

4ヶ所（図7，8）でもんどりによるカダヤシ科魚類の採集を行った。もんどりは各

場所に３ケ用い，それぞれのもんどりに釣り用撒き餌「スーパーワンジャンボ（マ

ルキュー株式会社）」と小麦粉（10％程度）を混ぜたものを50ｇ入れ（図9，10），

各場所同日午前中2時間（10時頃～正午頃）の採集を行った。採集した個体は実験

室に持ち帰り，胃内容物を消化させるため，１晩バケツで飼育した後，70％アル

コールで固定した。全標本の体長と全長を測定し，雌及びソードテールの雌雄判別

不能個体は解剖し，卵・仔魚の数を確認した(図11)。採集時には水温，ｐH，溶存

酸素量（DO），塩分濃度を測定した。また，2か月に一度（奇数月）に，水質の調

査を行った。調査方法はパックテスト（共立理化学研究所）を用いて，水質5項目（化学的酸素要求量（COD），アン

モニウム態窒素（NH4+-N），亜硝酸態窒素（NO2--N），硝酸態窒素（NO3--N），リン酸態リン（PO43--P））の値を測定

した。 

表1　　種間関係と生態的特性についての調査結果

図7．我部祖河川調査場所.

1：58号線下； 2：中の橋；

3：ヤギ小屋前；4：内原ダム．
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２．仔魚飼育観察　カダヤシ科魚類3種の産仔直後およびミナミメダカのふ化直後の仔魚を10個体採り，55日間飼育

し，体長を比較した。

　ミナミメダカ（図12）は産卵後，孵化するまでの間に，それらの卵がミナミメダカ自身に食べられないようにする

ため，卵１ケずつをビーカーに振り分け（図13），孵化後，実験を開始した。カダヤシ科魚類は腹部が膨れる個体を

産卵ボックスに入れ（図14），仔魚を確認後，実験を開始した。

　4種の仔魚を10個体ずつ飼育ネット（Ｗ163×Ｄ125×Ｈ130ｍｍ，スドー製）に入れ（図15），55日間飼育した。

餌は毎日テトラフィンをすり棒とすり鉢で細かくし，飼育24日目までは0.1g与え，以後0.2gを与えた。産卵や産仔

を確認し，観察を開始した。観察期間は，グリーンソードテールは4/19-6/13，カダヤシは4/26-6/20，ミナミメダカ

は6/20-8/14，グッピーは6/25-8/19，6/30-8/24である。観察期間中，0・10・25・40・55日目にアクリル製水槽

（図16）に入れ撮影し，全長を測定した（図17）。

　飼育中の水温は25.8-31.9℃であった。

図8．我部祖河川調査場所.

1：58号線；　　 2：中の橋；　3：ヤギ小屋前；　4：内原ダム．

図9．もんどり餌づくり

のようす.

図10．もんどり餌（50g）. 図11．解剖のようす.

図15.飼育ネット．

図12.

ミナミメダカの卵（丸印）．

図13.

ミナミメダカの卵（丸印）．

図14.

カダヤシ科魚類の出産．

図16.撮影用水槽． 図17.撮影方法．
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３．名護市分布調査　2016年2月21日～7月3日にかけて（表2），名護市の河川（図18）におけるミナミメダカと

カダヤシ科魚類3種の分布調査を行った。採集はタモ網を用いる方法（図19）ともんどり（わな）を利用する方法

（図20）を用いた。また，水温やｐHの測定も行った。

図18．名護市内の魚類調査河川．

1, 部間川; 2, 穴窪川; 3, 安和川; 4, 西屋部川; 5, 東屋

部川; 6, 幸地川; 7, 世冨慶川; 8, 数久田川; 9, 福地川

; 10, 真謝川;  11,我部祖河川; 12, 羽地大川;13, 真喜

屋川; 14, 福地（源河）川;  15, 源河川; 16, 後原川; 17, 

有津川; 18, 天仁屋川;19, 嘉陽（ナーミチ）川; 20, ギ

ミ崎北側の川; 21, 安部川; 22, 汀間川; 23,ゲーヤ川

; 24,テーマダ川; 25, 瀬嵩川; 26, 大浦川; 27, 杉田川

;28, 辺野古川; 29, 久志川（下の川）; 30, 久志大川．

表2　　分布調査調査日

図19.タモ網による採集. 図20.もんどりによる採集.
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４．塩分耐性実験　　海水は一晩汲み置きした水と人工海水の素（「テトラマリンソルトプロ」（テトラ社）を用い

て作った。この海水を溶かした時の水温は29.1℃，デジタル塩分計SS-31A（積水ポリマテック株式会社）において塩

分濃度3.1％，海水用比重計AQ-29（ニッソー）においてボーメ度3.4，比重1.0241を示した。この人工海水の原液を

100％海水，一晩汲み置きした水を0％海水とし，1,000mlメスシリンダーを用いて，海水500mlと一晩汲み置きの水

500mlを混ぜたものを50％海水とした。同様に，60％海水， 70％海水を用意した。これらを飼育ケース（173 x 118 x 

118 Hmm，ナカヤ化学産業株式会社製）に1,000mlずつ入れた（図21）。ミナミメダカ，カダヤシ科魚類3種の計4種

に対し，0％海水， 50％海水，60％海水，70％海水の計4種類の実験区を用意した。実験で用いる魚はそれまでに飼

育していた水にその水と同量の一晩汲み置きした水を入れ，10分間，汲み置きの水に慣らした後，各飼育ケースに3

匹ずつ魚用ネットですくい，入れた。それぞれの実験区に3ケース用意し，各実験区計9個体での実験を行った。魚

は4種とも全長2.5-3.5cmの個体を用いた。実験は8月10日16時に開始した。ただし，50％海水のみ8月13日16

時に開始した。それぞれ，3日間（72時間）を数時間おきに観察し，死亡個体がいないか確認した。死亡の判定は木

塚ら（2011）を参考にし，鰓の動きがなく，姿勢保持ができず，外部からの刺激に対して反応しない個体を死亡と判

断した（図22）。

　羽地内海に注ぐ我部祖河川の河口における塩分濃度をデジタル塩分計SS-31A（積水ポリマテック株式会社）を用い

て行った。測定場所は図23に示した3地点で行った。

図21．塩分耐性実験のようす. 図22．死亡個体.

図23．我部祖河川河口の塩分濃度を測定した場所.

（★は図7に示した調査1における我部祖河川調査場所を表す）．
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結　果

１．我部祖河川繁殖生態調査　2015年12月～2016年11月の毎月，我部祖河川水系4ヶ所（図7）でもんどりによる

カダヤシ科魚類の採集を行い，70％アルコールで固定後，体長測定や解剖による卵・仔魚の数を確認した。水温・水

質を表3，水温とpHのグラフを図24に表す。

表3　　採集時の水質調査結果

- 268 -



図24. 各採集地点の水温とpH．

- 269 -



　各地点の水温は5月から11月まで25℃を超えることが多くなり，12月から3月の冬期は18℃ほどに低下した。pHの

大きな変化は見られなかった。水質においては内原ダムが他の3地点に比べ、ＣＯＤの値が1年を通して高いが硝酸

や亜硝酸の値は低いことが挙げられる。

　我部祖河川4地点における各月の各種採集個体数を表4，図25に表す。

　4地点で5,949個体採集された。ヤギ小屋前（図7；地点3）でソードテール1,183個体，グッピー2,130個体，中

の橋（図7；地点2）でソードテール872個体，グッピー1,029個体，カダヤシ1個体，58号線（図7；地点1）でソー

ドテール329個体，グッピー5個体，カダヤシ7個体，内原ダム（図7；地点4）でカダヤシ393個体が確認された。

　ヤギ小屋と中の橋においては冬期1月から3月の採集個体数が少なかった。また、58号線下ではソードテールが多

く、他の2種類の採集個体数が少なかった。内原ダムにおいては，カダヤシは目視により観察されてももんどりで採

集されなかったことや，もんどりにテラピア類が多数入り，カダヤシが採集（テラピア類の食害等による）されない

こともあったため，毎月採集されなかった。

　4地点で採集された3種類の中ではグッピーが半数を占めた（図26）。同様に、4地点の中のヤギ小屋前，中の橋，

58号線の3ヶ所において5,556個体カダヤシ科魚類が採集され，その多くがグッピーとグリーンソードテールであっ

た（図26）。その3ヶ所総計の体長組成を種ごとに図27に表す。ヤギ小屋前と中の橋におけるグッピーとグリーン

ソードテールの体長組成は巻末の資料に表す。

　これらの結果より，グッピーの体長は雌雄2型を示し，メスの体長はオスよりも大きくなった（♀＞♂）。また，

グッピーは体長40mmを越える個体は観察されなかったが，ソードテールはグッピーに比べ体が大きくなり，雄雌とも

に体長40mmを越える個体が観察され，最も大きな個体で体長79mmであった。

表４　採集個体数
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図25. 各採集地点の採集個体数．
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図26.　カダヤシ科魚類3種の採集個体数の割合
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図27．我部祖河川におけるグッピーとグリーンソードテールの体長組成．
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　解剖は4地点から採集されたグッピーの雌とグリーンソードテールのオスでない個体（雌と雌雄不明個体）で行い，

解剖個体の数は計3,973個体となった。その解剖結果よりグリーンソードテールとグッピーにおける体長と卵数や仔

魚数の関係を図28に表す。

　卵・仔魚確認の最小個体はソードテールで9月に採集された体長19.8mm（卵7確認），グッピーは10月に採集され

た体長12.3mm（仔魚4確認）であった。グッピーはソードテールに比べ，体長が小さいうちから，繁殖できる。一方，

ソードテールはグッピーが最も大きく成長する体長までは卵や仔魚数に違いは見られない。しかし，グリーンソード

テールは大きく成長できる特徴があり，成長するほど卵や仔魚数が増加し，1個体で観察された卵や仔魚数がより多

くなる。本調査においてグリーンソードテールの1雌から最大256仔魚が確認された。

２．仔魚飼育観察　ミナミメダカは孵化後直後から55日間，カダヤシ科魚類は出産直後から55日間，同じ水槽に入

れた産卵ボックス内で仔魚を飼育し，全長・体長を比較した。餌は同様に与えた。孵化及び出産時期がずれたため，

実験観察を同時期にすることができず，水温の違いが生じた。水温について，図29に表す。また，観察0日，10日，

25日，40日，55日のそれぞれの全長・体長の結果を図30に表す。これらの結果より，観察0日ではミナミメダカと

カダヤシ科魚類3種との間に，Tukey法による多重比較により有意差が見られた（ｐ＜0.01）。しかし，55日後には

カダヤシとソードテール間にのみ有意差が見られた。ミナミメダカは孵化直後，体が小さいにもかかわらず，成長が

早いことが分かる。また，グリーンソードテール，グッピーとも野外で卵や仔魚をもっていた個体の体長に飼育55日

で成長していることが分かった。

図28.　体長と卵・仔魚数の関係
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図29．仔魚飼育中の水温の推移（各種のバーは飼育期間を示す）．
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図30．　仔魚飼育中の体長の変化（各種バーは標準偏差を表す）．
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３．名護市分布調査　2016年2月21日～7月3日にかけて，名護市の河

川におけるミナミメダカとカダヤシ科魚類3種の分布調査を行った。採

集はタモ網を用いる方法ともんどり（わな）を利用する方法を用いた。

　結果を表5と図31に表す。

　本年度に行った名護市内の河川における魚類調査では，久志大川では，

久志大川に流れ込む水路（図18：番号30）でカダヤシを，天仁屋川（図

18：番号18）や安部川（図18：番号21）でグッピーを，世冨慶川（図

18：番号7）でグリーンソードテールを新たに確認した。

　しかし，これらはいずれも嶋津（2011）に報告があり，天仁屋川，安

部川のグッピーや世冨慶川のグリーンソードテールは新知見ではない。

また，本調査と2011年に行った調査や嶋津（2011）との比較から，グ

リーンソードテールの分布拡大は確認されなかった。

表5　　分布調査結果

図31.　名護市河川カダヤシ科魚類分布調査の結果．
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４．塩分耐性実験　グッピーは海を介して分布を拡大していると考えられているが，グリーンソードテールはこのよ

うな特徴がないと考えられる。そこで，ミナミメダカとカダヤシ科魚類3種における塩分への耐性を比較した。

 結果を次ページの図32及び表6に表す。この結果より，海水60%においてはグリーンソードテールは12時間で全滅し，

海水70％では3時間で全滅した。グリーンソードテールは他種の3個体よりも塩分耐性が低いことが分かった。

　次に，我部祖河川河口の塩分濃度を測定したところ，図23-1は2.4-2.6%（73-79%海水に相当），図23-2は1.2%

（36%海水），図23-3は0.8%（24%海水）であった。図23に示した調査1のすべての我部祖河川調査場所（★印）は

塩分濃度は0％であった（表3）。

図32．塩分耐性実験結果．
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表6　ミナミメダカとカダヤシ科魚類における耐塩性実験の結果
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表6　ミナミメダカとカダヤシ科魚類における耐塩性実験の結果
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考　察

　表4や図25より，冬期1～3月の間，採集個体数が少なかった。これは，水温の低下（16-18℃）により，カダヤ

シ科魚類の行動が不活発となり，もんどりでの採集がうまくいかなかったと考えられる。しかし，冬期，グリーン

ソードテールやグッピーの卵および仔魚が確認されたことから，我部祖河川においてはほぼ1年間繁殖が行われてい

ると考えられる。

　また，図28よりグッピーはグリーンソードテールに比べて，体長が小さいうちから卵や仔魚が確認でき，小さくて

も繁殖できる。本調査における繁殖が確認されたグッピーの最小個体の体長は12.3mmであった。一方，グリーンソー

ドテールは体長19.8mmを超えるころから卵や仔魚が確認され，グッピーの最大体長の個体の大きさ程度では卵や仔魚

の数に違いは見られなかった。しかし，我部祖河川においてグッピーの成長できないほどの大きさの体長（体長40mm

以上）になれば，グリーンソードテールはより多くの卵や仔魚を持つことができ，より繁殖力の強いことが分かる。

本調査におけるグリーンソードテールの卵・仔魚の最大確認数は1雌から256仔魚が確認され，非常に繁殖力が強い

ことが分かった。

　また，仔魚の飼育観察（図30）より，55日間の飼育ではグリーンソードテールの成長が早いことが分かった。また，

グッピーやグリーンソードテールの野外における卵や仔魚を確認した最小体長個体の結果から，グッピーやグリーン

ソードテールは実験下の水温25℃以上であれば，グッピーでは30日程度、グリーンソードテールでは40日程度で繁

殖できるようになることが分かった。私たちの調査では我部祖河川は6月～10月まで水温25℃を超えており（表3，

図24），この間，両種は出産後2か月に満たないうちに繁殖に参加できることが分かった。特に，グリーンソード

テールは成長も早く，繁殖力も強いため，これらの結果から，昨年の結果同様に，グリーンソードテールの分布拡大

が予想される。

　しかし，本年度の分布確認調査結果より，5年前の2011年の調査や嶋津（2011）あるいは幸地（1999）と比較した

ところ，グッピーの分布は広く確認されたが，グリーンソードテールの分布は拡大していないことが分かった。

　グッピーは海を介して分布を拡大できると考えられている（日本生態学会，2002）が，グリーンソードテールは塩

分耐性が低いことから，分布を拡大できないのではないかと仮説を立て，検証した。

　その結果，グリーンソードテールは図30より50％海水で2個体死亡，60％以上では時間に違いはあったが全滅した。

つまり，グリーンソードテールは塩分耐性にミナミメダカやグッピーほど高くはなく，むしろ非常に低いことが分

かった。我部祖河川においては河口付近で70％海水となることから，河口近くでグリーンソードテールが生息するこ

とは難しく，さらに海を介して分布を拡大することはないと考える。

　グリーンソードテールは，今後の分布を継続して観察する必要があるが，人の手による放流がないようにする必要

がある。グリーンソードテールは繁殖力が強いため，野外の河川に広がると我部祖河川などのように広い範囲で生息

することになり，駆除活動等が難しくなると思われる。

今後の課題

　名護市の分布調査から，カダヤシは減少傾向にあり、名護市の中でも我部祖河川と他1河川のみでしか確認されて

いない（図31）。また，我部祖河川においても，カダヤシは限定的な分布をしている（大隅ら，2014）。これらの理

由について不明であったが，今年度の研究より，我部祖河川上流に位置する農業用ため池「内原ダム」がカダヤシの

供給源になっている可能性が考えられる。内原ダムから流れる水は我部祖河川と図7の地点1（58号線）の下流で合

流する。大雨などで流されたカダヤシは我部祖河川においては図7の地点1や2で調査期間中8個体確認された。我

部祖河川においては図7の地点1（58号線）のさらに下流側でもカダヤシは採集されることから（大隅ら，2014），

我部祖河川においてのカダヤシの分布は，上流の内原ダムから供給されていると考えられる。この供給源となる内原

ダムに生息するカダヤシがいなくなれば我部祖河川のカダヤシは他の名護市の多くの河川のようにいなくなる可能性

が高い。外来生物を駆除することが正しいかどうかの議論は別として、カダヤシは特定外来生物に指定されているこ

とから，この種の根絶を考えるなら，供給源を絶つ方法も有効かもしれない。今後の課題としたい。

　図25の採集個体数の比較から，58号線（図7の地点1）において採集個体数が少なかった。特にグッピーが少なく，

採集されるものは体長40mmを超える大きな個体のグリーンソードテールが多かった。これは，58号線はヤギ小屋

（図7の地点3）や中の橋（図7の地点2）と異なり，グッピーやグリーンソードテールの捕食者となるテラピア類

（モザンピークテラピアなど）やユゴイ類（オオクチユゴイ）の存在が影響していると考える。これらの捕食者は58

号線と中の橋の間の堰や中の橋とヤギ小屋の間の堰により，上流に行くことができないため，ヤギ小屋や中の橋では

確認されない。したがって，58号線はグッピーやグリーンソードテールの体長40mmに満たない小さな個体の採集数
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が少なかったと考える。それぞれの採集地点の比較検討は今後の課題としたい。

私達が考えること

外来種問題の対策，ミナミメダカを絶やさないための多様性のある環境づくり

　沖縄島には外来種の根絶や駆除の事例として，ウリミバエやマングースが有名である。しかし，現在の沖縄島のよ

うにどの河川にもグッピーを中心にカダヤシ科魚類が増えてしまった状況ではその個体数の多さからすべてを駆除す

ることは難しいと考える。そこで，カダヤシ科魚類については駆除するよりも，ミナミメダカが絶滅危惧種から絶滅

種とならないように発想転換する必要があると考える。沖縄島ではリュウキュウアユを絶滅させた過去があり，その

二の舞とならぬようにしたい。そこで，ミナミメダカの種を絶やさないよう，ミナミメダカが生息できる「環境の多

様性」を考えていく発想が良いと考える。

　昨年度，私たちは我部祖河川の水質でミナミメダカが生きることを確認した。したがって，カダヤシ科魚類がいる

なかでミナミメダカがすめる環境を作るという発想にできればと考える。

　名護市の北部に位置する大宜味村には， 2011年の調査でミナミメダカは採集されず，グッピーやソードテールの

み確認された池がある。ところが，この池は，2015年初夏の採集で，グッピーは採集されず，ミナミメダカとソード

テールが多数確認された。なぜ，グッピーが減り，ほとんど採集されることのなくなったミナミメダカが増えたかと

いう理由は今後の課題である。しかし，この池をヒントに，ミナミメダカがカダヤシ科魚類と共存しながら生息でき

る環境の把握や新たな環境づくりができると考える。同様に，沖縄島に存在するミナミメダカしか生息しない場所の

保全活動も積極的に行う必要性があると考える。

　但し，環境省は外来種被害予防3原則として，「入れない，すてない，拡げない」としている。九州以北の河川に

分布するカダヤシ科魚類は冬季，河川の水温が生息できる水温よりも下がる影響で，グッピーは温泉や工場排水があ

る場所等，水温が高いところに限定して生息する（環境省，2015）。そこでは，速やかに駆除活動するべきであると

考える。現在，地球温暖化が危惧され，20世紀末と比較して2,100年までに1.1～4.4℃の気温上昇が予想される（中

央環境審議会，2015）。沖縄島の現状をふまえると，九州以北の全ての河川がカダヤシ科魚類に生息される可能性も

考えられる以上，早急な駆除活動を進めていく必要があると思われる。特に，ソードテールについては，環境省にお

いて知見が十分でないとされているが，本研究の結果，カダヤシ科魚類の中でも特に早急に手を打つ必要があると思

われる。

　ミナミメダカについては，名護市の真謝川に確認されるミナミメダカのように上流に位置するダム（農業用水ダ

ム）が供給源となっていることがある。これは、本調査の内原ダムのカダヤシと同じであるが，これをヒントにミナ

ミメダカを絶やさぬ方法を積極的に取り入れても良いかもしれないと考える。

　競争に強いカダヤシ，汚染に強いグッピー，体高が高く大きく成長するソードテール，それぞれの外来種の特徴を

考えた上で，ミナミメダカが生息できる環境を考え，沖縄島での外来種問題とミナミメダカの保護活動を行う必要が

ある。

謝　辞

　本調査ではカダヤシを扱うため，環境省に飼養許可を頂いた。関係諸氏に厚くお礼申し上げる。また，本調査を行

うにあたり多大なご協力を頂いた，名護高等学校の理科の先生方，株式会社イーエーシーの木村英彰氏，沖縄美ら島

財団の岡慎一郎氏に深く心から感謝する。

結　論

仔だくさん　ソードテールは　海越えず

・我部祖河川におけるカダヤシ科魚類（グッピーとグリーンソードテール）の繁殖は1年中行われる。

・飼育実験より，水温25℃ 以上の時では，グッピーやグリーンソードテールは産仔後40日程度で繁殖可能のサイズ

へ成長する。特に，ソードテールは体サイズが大きく，1個体の産仔数が他のカダヤシ科魚類（グッピーやカダヤ

シ）より多い。
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・グリーンソードテールは，塩分耐性が高くないため，グッピーのように海を介して分布を拡大する可能性が少ない

と考える。

・名護市内のカダヤシの現分布は限定的である。我部祖河川で採集される個体群は内原ダム供給の可能性が高いと考

える。
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講　評

　地元名護市の河川環境をテーマに地道に研究を続けた努力の成果がよく現れている作品です。作品

テーマの付け方も読み手の興味を引きつけ、なおかつポイントを押さえているため、パネルを読み進め

ていく上でわかりやすくなっています。

　沖縄島の河川では、カダヤシやグッピーといった外来種が定着し、メダカなどの在来種が生息出来る

環境が少なくなっていることが知られています．これに関連して，石川ら（2013）による2011年まで

の河川調査の結果から，沖縄島の河川では22種の外来魚類が繁殖していることが明らかにされおり，

これは20年前と比べて外来魚類が２倍以上に増加していることになるとされます。

　このような現状をふまえ，外来魚類の分布拡大に問題意識をもって取り組んだことはとても良い視点

だと思います。

　実験方法も適切で，昨年度までに行った野外における外来魚種の現状の把握と，これらの生態的地位

の把握をふまえ，今回はソードテールがなぜ優占的に増えていかないのかを明らかにしています。

　ソードテールが増えない理由として，塩分耐性に着目した点は良い視点であり，事前に先行研究の調

べが有効であったといえます。

　野外調査は天候に左右されたり，労力を伴うものですが，本研究では，１年間にわたって継続して河

川における魚類の採集と観察実験を行うなど努力の跡がみられる内容であり，考察で述べられている

ソードテールは塩分耐性が弱いという結論も説得力がある論理構成となっています。

　外来魚類の範囲拡大を防ぐためにも，皆さんの研究成果を地元の小中学生などへ普及啓発することも

ぜひ行ってもらい，名護市の生物多様性を維持するようこれからも頑張ってほしいと思います。今後の

更なる研究の進展を期待します。

❁上位賞受賞のポイント❁

・自分が住んでいる地域の生き物を対象に問題意識を持って取り組んでいる点。

・長期間にわたって地道にたくさんのデータを収集している点

・昨年度までの成果と課題を整理し、継続研究としてさらに発展させている点

・塩分耐性に関しての新たな知見がまとめられている点
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棚田の保水力向上のための研究
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講　評

　本研究は、棚田による山の水の保水力の向上や水辺の生き物保護により自然を愛する心が伝わる研究

でした。５つの棚田を自らで粘り強く耕作し、沖縄に代表する３種類の土壌や馬糞堆肥を利用した稲作

りや完全無農薬の田んぼにこだわる中で見えてきた課題を改善しようと努力する過程が理解できます。

中でも田んぼの畦の漏水については、通常はコンクリートで固化する方法に対し、環境に配慮し、自然

由来のドクトールを活用した着眼点は素晴らしいと思います。今後はドクトールを使った効果を証明す

る具体的な実験結果を期待します。また、実験データとなった浸透量や浸透率の計算について、計算式

やその結果のみならず、わかりやすい説明があると読み手が理解しやすいと思うので工夫してください。

テーマが「保水力向上」であるので研究レポートの絞り込みや焦点化をすると明確な方向性がより具体

的になり、さらに広がりのある研究になると思います。

　本県では馴染みの少ない棚田であるがゆえに新鮮さを感じる研究なので、名水百選のタチガー湧き水

を有効活用する面からも、継続研究して環境保全ならびに地域に貢献できる研究となることを期待しま

す。

❁上位賞受賞のポイント❁

　手作りかつ完全無農薬の棚田を粘り強く耕作し、身近な環境に配慮し自然を愛する心が伝わる地道な

研究である。研究の過程における様々な課題を克服するために試行錯誤しながら取組み、努力する姿勢

と今後の展望を見据えて研究をぜひとも継続、発展させ、地域に貢献できる人材に育って欲しいと期待

します。
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１．はじめに

　クロサギ（Egretta　sacra）には黒色型と白色型の二型が存在しており、南西諸島以南では白色型が多くなる（真木
,2000）とされる。我々の昨年の調査では、沖縄島における体色の割合は黒色型：白色型＝６：４となり、1988年の

伊藤氏による調査とは逆の結果（黒色型：白色型＝４：６）となった。昨年の結果が現在の沖縄島における二型の割

合を正確に表しているのかを確認するため、昨年よりも短期間で沖縄島を一周する調査を行った。また、生息環境や

地域によって体色に違いがあるかを調べるため、宮古島、石垣島、西表島においても同様の調査を行った。繁殖期の

営巣調査については、親と子の体色を調べることで、体色の表れ方に遺伝的な法則性がないか明らかにしたい。

２．方法

　クロサギは他のサギ類と異なり海岸のみで生活し、淡水域で見られることはまずない（高木,2015）。

　このことを踏まえて、沿岸部において目視による調査を行った。海岸線を自動車で走行し、サギ類を発見したら停

車、双眼鏡や望遠のカメラを使用してクロサギであることを確認した。記録については、発見場所とその環境、体色

（黒色型であるか白色型であるか）、その個体の行動等を調査用紙に記入すると同時に、写真による記録も可能な限

り行った。道路沿いではない岬やビーチ、漁港などは、車から降りて定点観察を行った。また、調査中に出現したク

ロサギ以外の鳥類についても記録し、鳥類リストを作成した。

　大型の鳥類・哺乳類を対象とした生息調査では、自動車等を利用した目視による調査が一般的に行われており、

Itoh（1991）による調査も同様な方法がとられているため、この調査法は妥当であると考える。沖縄島においては、

繁殖期前の第１期（平成28年3月19日～4月4日）と繁殖期後の第2期（平成28年8月21日～31日）の2回、宮

古島（平成28年8月28日～30）、石垣島（平成28年11月2日～4日）、西表島（平成28年11月5日）については、

それぞれ1回の調査を行った。基地、空港、ホテル、道路が整備されていない所などは側から見える範囲で調査を

行った。同一個体を2回カウントすることを避けるため、短期間で島を一周した。西表島に関しては、島を一周する

道路が整備されていないため、島の南にある豊原から右回りに周り、西側にある白浜まで行って折り返し、同じ道路

を往復した。

クロサギは、4～6月頃に無人島や海岸の樹木の上や岩棚などに枯れ枝や枯れ草を素材とした皿状の粗末な巣をつく

り、3～5個の卵を産むとされる（池原,1982）とされる。3月～6月は干潮時に海側から岸壁を観察したり、離れ小

島に渡って散策したりして、繁殖中の巣を探す調査を行った。大宜味村周辺においては船を使用しての調査も行った。

　沖縄島における調査では、クロサギ以外の出現鳥類も記録した。

白黒はっきりさせようじゃないか

～クロサギの体色(黒色型と白色型)の割合についての研究Ⅱ～

沖縄県立辺土名高等学校

　　　　　　　　　　３年　奥間　樹生　　神山　知紀　　村田　瑞貴　　新城　隼人

　　　　　　　　　　２年　石川　琉人　　儀間　ジノ　　内間　和志

環 境 奨 励 賞
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　表１．第１期沖縄島全島調査の調査日（時間）及び調査経路

　表２．2016年第２期沖縄島全島調査の調査日（時間）及び調査経路（調査距離）
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　表３．2016年宮古島全島調査の調査日（時間）及び調査経路（調査距離）

　表４．2016年石垣島全島調査の調査日（時間）及び調査経路（調査距離）

　表５．2016年西表島全島調査の調査日（時間）及び調査経路（調査距離）
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　図１．沖縄島全島調査定点観察地点
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図２．宮古島一周調査及び定点観察地

図３．石垣島・西表島一周調査及び定点観察地
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３．結果

①黒色型と白色型の割合について

　沖縄島第1期調査では、確認された全個体数139羽のうち黒色型が89羽、白色型が50羽で、割合は黒体色64％、

白色型36％であり、昨年の調査結果と同様で黒色型が約6割であった。大きな集団で繁殖することはまれで、小集団

あるいはつがいごとに分散して繁殖する。非繁殖期も単独、あるいは数羽で採食することが多い（中村,2005）とさ

れているが、八重瀬町ギーザバンタで21羽、南城市板馬のクルマエビ養殖場で18羽、糸満市大度海岸で13羽、嘉手

納町兼久で7羽の群れを発見した。

　沖縄島第2期調査においては、確認された全個体数258羽のうち黒色型が158羽、白色型が100羽で、やはり黒色：

白色＝６：４の割合となった。昨年から4回目の沖縄島一周調査であったが、これまでで一番多くの個体を確認する

ことができた。3月末に確認した南城市板馬と八重瀬町ギーザバンタでは今回も大きな集団の群れを確認することが

できた。宮古島調査では、確認された全個体数30羽のうち黒色型が17羽、白色型が13羽で、割合が黒色型57％、白

色型43％であった。橋のかかっている来間島、池間島、下地島、伊良部島も調査を行ったが、下地島の魚垣で3羽(

黒色型2羽、白色型1羽)、伊良部島で8羽（黒色型5羽、白色型3羽）、来間島と池間島では確認できなかった。石

垣島調査では、確認された全個体数のうち黒色型が22羽、白色型が20羽で、割合は黒色型52%、白色型48%であった。

石垣島南東部に位置する白保海岸と宮良湾では白色型10羽のみが確認され、黒色型は見られなかった。西表島は島を

一周する道路がないため、島の南に位置する南風見田の浜から、北西の白浜で折り返して戻ってくるコースで調査を

行った。確認個体数14羽のうち黒色型が9羽、白色型が5羽で黒色型64%、白色型36％であった。

②営巣・繁殖について

　糸満市喜屋武で３つがい、大宜味村謝名城、大宜味村饒波、今帰仁村長浜、名護市許田でそれぞれ1つがいの営巣

を確認した。船を使った調査では、大宜味村塩屋漁港を出発して、屋我地島と古宇利島周辺を捜索したが、巣を発見

することはできなかった。

③沖縄島における出現鳥類について

　第1期沖縄島全島調査においては、11目26科57種の鳥類が観察された（表9）。海岸線から少し離れた道路を走

行中に、森林性の鳥類も観察された。冬から春にかけての渡りの季節であったので、冬鳥や旅鳥であるシギ・チドリ

類も多く見られた。国の天然記念物に指定されているヤンバルクイナやアカヒゲも出現した。

　第２期沖縄島全島調査においては、６目18科45種の鳥類が観察された（表10）。夏鳥として繁殖に訪れるアジサ

シの仲間が4種類見られた。夏ではあるが冬鳥や旅鳥であるシギ・チドリの仲間も観察された。アカモズ（国頭村安

田）、ウミネコ（金武町渡慶頭）、オオソリハシシギ（浦添市下港川）、ショウドウツバメ（那覇市港町）ツクシガ

モ、アメリカウズラシギ（糸満市大度）など昨年の調査では出現しなかった鳥類を記録した。
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図２．第１期沖縄島全調査における黒色型と白色型の分布図及び割合のグラフ

- 303 -



図３．第２期沖縄島全島調査における黒色型と白色型の分布図及び割合のグラフ
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図６．西表島調査における黒色型と白色型の割合

図４．宮古島全島調査における黒色型と白色型の割合

図５．石垣島全島調査における黒色型と白色型の割合
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４．考察

①体色（黒色型と白色型）の割合について

図７．沖縄島における黒色型と白色型の割合

　表７．沖縄島調査比較表

　表６．営巣記録と親と子の体色の関係
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　沖縄島におけるクロサギの体色（黒色型と白色型）について、伊藤氏が行った1988年の調査結果と比較する。伊藤

氏の調査結果が繁殖期前の2月と6月のデータであったことから、比較する我々の調査結果も繁殖期前の記録を用い

た（表1）。1988年から現在までの28年の間に、黒色型の割合が高くなっている理由について、黒色型の方が生存に

有利な点がある、あるいは白色型が生存に不利な点があると考えられる。調査を通してわかることだが黒色型の方が

明らかに発見しにくく、反対に白色型は岩場や護岸、木の上などでは遠い距離からでも見つけやすい。クロサギの外

敵は、ハヤブサ、イヌ、トビ、カラスなどが上げられる（鈴木,1988）が、白色型は目立つことから、外敵に捕食さ

れる確率が高いのではないか。沖縄島周辺ではハヤブサは少なくトビはほとんど見られないため、近年増えていると

いわれるカラスによる捕食の影響が、黒色型の割合が高くなった要因の１つではないかと考える。今回の調査では、

カラスの分布について調べていないが、沖縄島では北部地域おいてカラスの個体数が多いことが知られている。また

沖縄島以外の3島の調査結果（図5）からもカラスの影響が考えられる。石垣島、西表島においては1988年と比べ、

沖縄島と同様に黒色型の割合が高くなっているが、カラスが少ない宮古島においては白色型の割合が高くなっている。

今後カラスとの関係に注目して、調査を行っていきたい。

図５．宮古島・石垣島・西表島におけるクロサギの黒色型と白色型の割合
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　黒色型と白色型のニ型が一定の割合を保って存在していることについて、伊藤氏は、南西諸島からオーストラリア

までの数多くの島を調査した上で白色型の分布は、白っぽい海岸をつくるサンゴ礁の分布域とよく一致していると述

べている。しかし、白い海岸だからといって白色型が多く生息する傾向はなく、どちらのタイプのクロサギも、自分

の体色に関係なく生息地を選んでいる（Itoh,1991）として結論づけることはできていない。「白い海岸」と「黒い

海岸」という見分け方は、砂浜、砂礫泥地、干潟、タイドプール、岩礁地などが混在する場所が多く、区別すること

は難しいが、地質がサンゴ由来の琉球石灰岩の海岸を「白い海岸」、名護層、嘉陽層などの黒色または茶褐色の暗い

海岸を「黒い海岸」と考え、沖縄島の地質図（木崎,1985）にクロサギの分布を重ね（図9）、地質による黒色型と白

色型の分布の違いがあるか考察する。調査データは2015～2016年分布図を分析し、同じ地点による個体数について

は、調査した中で1番多く出現した数を用いた。特徴的であるのは、辺戸岬から東海岸を名護市二見辺りまでは白色

型が発見されていないということである。地質は名護層と嘉陽層であり、砂浜は見られるが、赤土の影響からか赤茶

けている。本部村備瀬から今帰仁村長浜、うるま市石川から糸満市喜屋武岬、浦添市港川から読谷村までの琉球石灰

岩の海岸は、個体数が多く、白色型の割合も高い。恩納村周辺は、地質図では名護層とされているが、琉球石灰岩の

離れ小島が多数あり、白色型が多く観察されている。さらに、名護層の海岸ではあるが、白い砂浜が存在する大宜味

村から国頭村周辺の西海岸も白色型が多い。このように、我々の沖縄島における調査結果においても琉球石灰岩の

「白い海岸」の分布とクロサギの白色型の生息分布は一致する傾向が見られた。

　これまでの知見において、南に行くにしたがって白色型が増える（Itoh,1991）ことが、海岸の色に影響されてい

るのか、暑さの続く南方の地域では黒い羽毛は困り、白色の部分が増すのではないか（鈴木,1988）という気候によ

るものか、二説が存在するが、緯度や環境の違う島々においても黒色型と白色型の割合が、6:4や5:5に保たれてい

るのであれば、体色を決定する要因は、環境による影響よりも遺伝的な要素が強いということがいえるだろう。
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図９．沖縄島の地質図とクロサギの分布
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②親と子による遺伝の法則性について

　白色型と黒色型の両親から産まれた雛は、白色型黒色型のどちらかで中間型はまれである（中村,2005）。とある

が、白色に黒色が斑状に入っている中間色個体は、幼鳥期には結構見られる。黒色型であっても、のどが白い個体も

多く存在している。2014年～2016年の3年間連続で営巣している黒色型と白色型のつがいでは、白色型の子しか産ま

れていない。糸満市喜屋武岬の例では、2015年と2016年で黒色型と白色型のつがいで、子も両方のタイプの体色が

産まれている。このつがいは今年交尾を確認し、雄が黒色型で雌が白色型であることがわかった。雌雄によって異な

る遺伝をするのかなど今後も研究対象となるつがいである。また興味深いことに、今帰仁村長浜と喜屋武岬の別のつ

がいでは、黒色型と黒色型から白色型の子を確認した。白色型同士のつがいは発見できていない。繁殖期前の調査と

繁殖期後の調査で2015年、2016年とも繁殖期後に白色型の割合が高くなっている。先に述べたように黒色型同士の

ペアから白色型の雛が産まれていることから、白色型の方が産まれる割合が高い、つまり白色の方が優性形質なので

はないか。ここからは推察となるが、サギ科の鳥の多くが白い体色をしており、近縁種であるコサギに暗色型が存在

する(有我2015)ことから、コサギと同一の祖先から突然変異によって黒い体色のサギが出現し、岩礁地での生息に

特化して進化したのがクロサギであると考えると面白い。今後数多くのつがいを発見し、親と子の体色のデータを収

集して、遺伝の法則性について明らかにしていきたい。
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７．資料

　表９．鳥類リスト（第１期沖縄島全島調査３／19～４／４）

- 312 -



　表10．鳥類リスト（第２期沖縄島全島調査８／21～31）
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講　評

　クロサギには白色型と黒色型があり、その割合について、生息環境による違いの有無等について調べ

た興味深い研究です。

　沖縄本島をはじめとして、宮古島、石垣島まで広範囲にわたって調査がなされており、努力の様子が

伺えます。

　調査を進める上で、まず先行研究についてきちっと調べてある点も良いと思います。

　伊藤（1988）では、黒色型：白色型＝４：６であるのに対して、昨年度の独自の結果が異なっている

ことに疑問を持ち、さらに研究を深めている点は、科学的な視点を持って取り組むうえでとても重要で、

それが行えていると言えます。

　考察で、伊藤（1988）の結果と比較するうえで、繁殖期前の記録を用いています。条件を揃えるとい

う点ではとても適切ですが、そもそも繁殖期前後で割合が変わるかどうかの確認は文献等でされている

でしょうか。今回の結果に影響するものでないと思いますが、読み手として少し気になりました。関連

して、2015年、2016年の調査結果から繁殖期後に白色個体の割合が高くなる（図６）と結論付けてい

ますが、このあたりはもう少し複数年調査の結果をみる必要がありそうです。

　また、カラスの影響については、考察でも述べているように、今後調査を続けることで説得力が増す

と思われるので、ぜひ継続研究を続けてもらいたいと思います。

　生息環境との関連で考察を進めている点は、独自の視点で検証していく姿勢が伺えます。沖縄の地質

をもとに海岸の色を２タイプに分けてクロサギの分布と比較考察している点は、独自性があり面白い視

点だと思いました。

❁上位賞受賞のポイント❁

・沖縄本島をはじめ、宮古島、石垣・西表島まで広範囲にわたって地道に調査を続けている。

・先行研究の確認を基にした仮説の設定という流れがわかりやすい。

・考察で地質との関連を述べている点など創造性が高い。
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第 39回 沖縄青少年科学作品展 



 
 

佳作 
物理 

南城市立大里北小学校 

新垣 尚琉  渡邊 昌剛 

くるくる回れ ２ たて回転と横回転 
 
 
１.目的  

去年、花がくるくる回って落ちるのが不思議で、３０種類の花を落として回り方を調べた。紙やカー

ドでも同じように横に回せないか調べた。今年は、横だけでなく、縦にも回せないか調べることにした。 
(１)カードや紙などを落として、くるくると縦や横に回転させるにはどうしたらよいか調べる。 
(２)縦回転や横回転が起こる理由を考える。 

 
２.方法  

(１)１２種類の形を作って、縦回転の様子を調べる。横回転も調べる。 
(２)紙の大きさ・長さ・重さを変えて、回転の様子を調べる。                  
(３)縦回転するいろいろな形を工夫して作る。回転軸を作って調べる。 
(４)回転の様子から、空気のぶつかり方を考え、回転する理由を考える。扇風機などを利用して、考え

方を実証する。 
 
３.結果  

(１)カードの落とし方で、縦回転したり横回転する。縦回転は地面に垂直に、横回転は端を折りまげて

水平に落とすとできる。 
(２)形によって、くるくる回転しやすいのや、しにくいのがある。縦回転の方が横回転より回転しやす

い形が多い。 
(３)小さい、短い、軽い紙やカードがくるくる回転しやすい。紙の性質によっても回り方がちがう。柔

らかい物より、ぱりっとしているのがよく回転する。 
(４)左右・上下対称の形は、縦回転しやすい。また、回転するとき、縦回転と横回転の回転軸がちがう。

縦回転は、紙の中央付近の横線、横回転は紙の中心部分の縦線になっている。 
(５)竹ぐしを回転軸にした、カードなどをくっつけた装置に扇風機の風を当てると縦回転と横回転ができた。 

 
４.考察  

(１)カードや紙などが縦や横に回転するのは、空気の当たり方の違いで起こる。縦回転は、落ちるカー

ドの下の端に、上向きの空気が当たって、持ち上げるために回転が起こると思う。横回転は、折り

まげた所の形が、三角形などの時に起こる。曲げ方を左右反対にすると回転もちがうことから、曲

げたところに空気が当たることが分かる。この空気の押す力が横への回転を作ると思う。 
(２)左右対称の形は、対称の線が回転の軸になるのが多い。空気の当たり方も同じなので、バランスよ

くくるくる回る。 
(３)小さい・短い紙は、大きい・長い紙に比べて、くるくるよく回転し床に落ちるまでの時間も長い。 

それは、当たる空気量は同じでも、紙を回転させる力が少なくて良いので、早く長く回転させられ 
るためだと思う。 

(４)植物の花は、横回転する。めしべの所や柄などが縦の回転軸になっていると思う。葉は横回転すの

がある。葉の中央の葉脈が横の回転軸になっていると思う。 
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佳作 
物理 

宜野湾市立はごろも小学校 

平良 柊翔 

コップとお水でドレミファソ 

１.目的  

乾杯をした時に出る音の違いに興味を持ち、研究を始めた。テーマ①では、「音がなる条件」に

ついて調べた。テーマ②では、テーマ①の結果から出た考察が正しいのかどうか実験を続け、「ど

んな飲み物でも音はなるのか」を研究した。テーマ③では、テーマ①・②でわかった事をもとに自

分だけの楽器を作った。 

 

２.方法  

テーマ①：条件を８つ、コップを１２種類用意して、色々な条件で実験をする。 

テーマ②：テーマ①で音がなったコップ２つに、100ml の飲み物を入れ、どの飲み物でも音がな

るか、また音に違いがあるのか実験する。         

テーマ③：家にあるガラスのコップを使い、水のかさを少しずつ変えて鍵盤ハーモニカの音と合わ

せる。 

３.結果  

テーマ①：音がなるのはガラスコップだった。ガラスコップだと、どの条件でも音がなった。 

テーマ②：水のかさを変えると音の高さが変わった。氷を入れると音は響かない。氷を入れなくて

も、とろみのあるものだと音は響かない。また、音が響いているコップを触ると音が止ま

る。響いているコップどうしをくっつけても音が止まる。 

テーマ③：１２この音が作れた。コップによって作れる音の幅が違った。 

 

４.考察  

テーマ①：気温や飲み物の温度は関係なく、ガラス製である事が大事だと思う。ガラスで作られた

コップどうしなら、どのコップでも、また、どんな飲み物でも音はなるのではないかと思

う。ガラスとガラスがぶつかる事が一番大事だと思う。 

テーマ②：水のかさが多くなるほど、音は低くなると思う。とろみのある飲み物だと、音は響きに

くくなり、とろみが強くなるほど、響かなくなると思った。また、とろみがなく、サラサ

ラな水でも氷を入れると響かなくなった。さらに、響いているコップをさわると音が止ま

る事から、よけいな物(水以外)が入ったり、触れたりすると、音が響きにくくなるのだと

思う。 

テーマ③：コップの大きさや形によって、出る音の高さが違うと思う。ガラスのコップであれば、

空っぽの時に一番音が高く、かさが増えるほど、音は低くなると思う。大きさの違う同じ

形のコップをたくさん集めて実験したら、大きいコップほど、作れる音の幅が広くなり、

小さいコップほど、音の作れる幅が狭くなるのではないかと思う。 
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佳作 
物理 

沖縄カトリック小学校 

知念 凜香 

不思議がいっぱい！！水の世界 
 
 
１.目的  

これまでに野菜を使って水さいばいをしたり、野菜から水をとり出す実験から植物が水を吸い上げる仕

組みを、水のエレベーターを使って工夫しました。そして、ぷよぷよ卵の実験や、昨年度は、もっと小

さい細胞の顕微鏡観察で、ちぢんだり、ふくらんだりしたことから細胞膜を通して、水や液体の移動に

力がはたらいていることを確認しました。今年は、金属なのに浮く、1 円玉の秘密について、水にもち

ぢんだり、ふくらんだりする力があるのかを調べてみたいと思いました。 
 
２.方法  

○実験①：1 円玉の置き方を変えるも浮く？しずむ？ 
○実験②：1 円玉が浮いているときの水面のようすはどうなっているの？ 
○実験③：プラスチック板の面積と板を支える力とな関係はどうなっているの？ 
○実験④：プラスチック板の板の面積と引き離すときにはたらく力との関係はどうなっているの？ 
○実験⑤：水の温度と水面にはたらく力には関係がかるの？ 
○実験⑥：いろいろな液体にも液面にはたらく力はあるの？ 
○実験⑦：液体の濃度と液面にはたらく力との関係はあるの？ 
○実験⑧：水に洗剤をいれていくとどうなるの？ 
○実験⑨：工夫して実験してみよう！！ 

 
３.結果  

①・１円玉を水の膜のようなものが支えていることが分かった。 
②・水面に浮かんでいる時、少ししずんでいるので浮力がはたらいていると 

考えた。 
③・面積が大きくなるにつれて支えられる重さの値は大きくなる。 
④・実験③と同じ様に、水面に接する面積が大きいほどプラスチック板と水が離れない力が大きくはた

らいていることが分かった。 
⑤・水野温度がちがうとプラスチック板を水面から離すときの力の大きさは変化する。 
⑥・水以外でも、液面には表面張力がある。 
⑦・液体の濃度が大きいほど浮力（上向きに支える力）は大きくなる。 
⑧・表面張力は洗剤をどれだけ入れてもなくならないことが分かった。 
⑨・表面張力は、弱い方が強い方を引っぱってることが分かった 

 
４.考察  

①1 円玉が浮くのは、水面近くでの浮力（上向きにに支える力）と、水面での表面張力（水の粒が引っ

張り合う力）の２つに関係があることがわかった。 
②プラスチック板を浮かせる力（浮力）より、水の表面張力の方が大きいことがわかった。 
③浮き、沈みは、密度や、液体の濃度、温度からの影響もあることがわかった。 
④いろいろな液の表面張力では、水が一番大きくて、油が一番小さくなくなった。 
⑤温度が高くなると、水の粒の動きが激しくなって、浮力も表面張力も小さくなることがわかった。 
⑥表面張力が大きいほど、小さい球（水滴みたいに）の形になり、表面張力が小さいと、ベチョっとな

る。 
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佳作 
物理 

八重瀬町立具志頭小学校 

安次嶺 茉莉 

自然の鏡を見つけたよ３ ～光のしくみ～ 

１.目的   

４年生のときに偶然見つけた水たまり。のぞいてみると、自分が映っていた。どうして映るのか興

味を持ち、自由研究で調べていくうちに、水たまりは鏡と同じような仕組みで、反射して物を映し出

すことがわかった。５年生の時には、乱反射で物が白っぽく見えることや表面がでこぼこだと物を映

さず、つるつるだと物を映し出すということがわかった。４年生、５年生と光に関する実験をしてき

て、光には不思議なことがたくさんあったので、今年も調べてみることにしました。 

２.方法  

観察１：鏡と同じように、水たまりも見る角度を変えると、見え方が変わるのか観察する。 

観察２：光の進み方をレーザーポインターを使って調べる。 

観察３：雨の日のアスファルトは光が反射してまぶしく見えるので、レーザーポインターを当てて光

の進み方を観察する。 

観察４：夜の窓ガラスは、鏡のように物を映し出す。そこで、昼と夜で窓ガラスを観察してみた。 

観察５：写真を写したときに、虹のような物が写ることがある。それは光と関係しているのか調べた。 

３.結果  

観察１：水たまりは鏡と同じで映し出されたものを方向を変えて見ると見える景色も変わった。 

観察２：鏡やアルミは光を反射し、ガラスやプラスチックなどの透明なものは通過して地面で反射し

た。また、板や厚紙は乱反射した。 

観察３：雨の日はアスファルトの上で光が反射し、晴れの日は反射しなかった。 

観察４：明るいと物体が鏡に映りにくく、暗いと映りやすいことがわかった。 

観察５：実験をしてみると、透明な光が分けられると虹ができることがわかった。 

４.考察  

○鏡や水たまりは、位置によって見える景色がかわる。なぜなら、見る方向が違うと、光の進む方向

も違うから。 

○雨の日は、地面の水が光を反射し、晴れの日は、地面に光が当たっても反射しない。 

○光を通しにくい色は黒で、通しやすい色は白。 

○赤・緑・青（光の三原色）を混ぜると、白（透明）な光になる。 

○物体は、そのものの色を反射し、そのもの以外の色は吸収する。 

○色の見え方は、物体の色に何色の光が当たるかで変化する。 

○物は光を反射すると、光に色が付く。 

○光の色によって、物の見える色が違う。 

新たに疑問に思ったことは、光と植物の関係についてです。また、その他にも光と関係しているも

のを見つけて研究を深めていきたい。 
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佳作 
化学 

那覇市立城北小学校 

赤嶺 光二郎 

せかいにひとつだけのシャボン玉 
 
１.目的  

お店で「われにくいシャボン玉」を見つけ、本当にわれにくいのか試してみると風の影響なのかすぐ

にわれた気がした。 
そこで、シャボン玉について調べて本当にわれにくい強力パワーのシャボン玉を作ることにした。 

 
２.方法  

実験１ どんな洗剤・石けんでもシャボン玉は作れるのか調べよう。 
実験２ われにくいシャボン玉を作る方法を調べよう。 
実験３ いろいろな材料でわれにくいシャボン玉を作ろう。 
実験４ いろいろな形のシャボン玉を作ろう。 
実験５ 色つきのシャボン玉を作ろう。 
実験６ 巨大シャボン玉を作ろう。 
実験７ シャボン玉の中に入ってみよう。 

 
３.結果  
１、５種類の洗剤・石けんで比較し、洗濯用洗剤だけシャボン玉が作れなかった。 
２、シャボン玉の膜を厚くするために洗濯のりを加えることでわれにくいシャボン玉ができた。 
３、８種類の材料で比較し、はちみつを加えたシャボン玉がわれにくかった。 
４、三角・四角のはり金の枠でシャボン玉を作ったが、まるにしかならなかった。 
５、シャボン玉液に絵の具を混ぜたが色はつかなかった。 
６、さとう・化粧水をまぜて巨大シャボン玉が完成した。 
７、はり金の枠が小さくてシャボン玉の中に入れなかった。 

 
４.考察  

巨大シャボン玉が出来た時、とてつもない大きさにびっくりして「うおー」と叫んだ。巨大シャボン

玉が空にとんでいく様子は、まるで宇宙にとんでいくロケットのように見えた。いろんな実験をするた

びにすごい事が次々と起こり、とてもわくわくして次の実験をするのが楽しみだった。不思議だなと思

う事をすぐに実験し、予想と違う結果や失敗もたくさんあったが、シャボン玉についていろいろな事が

わかった。 
・シャボン玉はおもに水と界面活性剤でできている。 
・われにくいシャボン玉を作るには増粘剤が含まれている洗濯のりを混ぜるとシャボン玉の膜が強くなり、

われにくくなる。 
・はちみつを加えたシャボン玉液がわれにくいのは、砂糖にも増粘剤が含まれているためである。グリセ

リンを加えると水の蒸発を防ぐ働きがあるためさらにわれにくくなる。 
・シャボン玉に色はつかないが、虹色に見えるのは、太陽の光を反射して膜の厚さで強め合う光の波長が

ちがうからである。 
・シャボン玉の形はまるにしかならない。それは、水は表面張力の働きで小さくまとまろうとするから。

表面張力の働きについてもっと詳しく調べたい。 
・ぼくは、どうしてもシャボン玉の中にはいってみたい。今まで失敗した原因は針金の枠が小さすぎたか

らだと考える。シャボン玉液は強力パワーになったから大丈夫だ。フラフープよりでっかい針金の枠に

毛糸をまきつけて、下から上に持ち上げて水の入ってないプールで実験し、次は必ず成功したい。 
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佳作 
化学 

宜野湾市立普天間第二小学校 

市場 智也 

智也のソテツデンプン大作戦 

１.目的  

父の職場で初めてソテツの実を見て、とてもおいしそうだと感じだ。「食べてみたい」と言うと、父がソテツの

実には毒があることを教えてくれた。調べてみると、食糧難の時代には、手間をかけて毒抜きをして、ソテツの実

を食べていたことが分かった。昔の人達がどうやって食べていたか興味がわいたので、ソテツと、ぼくたちが普段

食べているイモ類からデンプンを取り出し、ソテツのデンプンとイモ類のデンプンを比べてみることにした。 

２.方法  

ソテツの実 23 個、サツマイモ 1 個、紅イモ 1 個、ジャガイモ 1 個を、それぞれ水と一緒にミキサーにかけ、水

切りネットでろ過し、ろ液に沈んだデンプンを取り出した。取り出したデンプンのデンプン粒の大きさや形、ヨウ

素デンプン反応の色の違いを顕微鏡観察で比較した。またデンプンの含有率についても考察した。 後に取り出し

たデンプンでもちを作り、見た目や触感、食感や味(ソテツ以外)を比較した。 

３.結果  

ソテツの実とイモ類 3 種(サツマイモ、紅イモ、ジャガイモ)からほぼ純粋なデンプンを取り出すことができた。

顕微鏡観察によるデンプン粒の大きさや形、ヨウ素デンプン反応の色の違いから、ソテツのデンプンは、ほかの 3

つと違った性質を持っている可能性があると分かった。デンプンの含有率を求め、ソテツの実はイモ類に比べて

2.6 倍から 4 倍のデンプンを持っていることが分かった。取り出したデンプンでもちを作り、その性質を調べ、ソ

テツのデンプンで作ったもちは、いもくずで作ったもちと同じような色、粘りけだということが分かった。ソテツ

デンプンは、においがうすく、くせがなさそうで、毒を取りのぞくことができれば、有用な食材になると考えられ

た。 

４.考察  

ソテツの実には、普段ぼく達がよく食べるイモ類の 2.6 倍から 4 倍ものデンプンが含まれていることが分かり、

食糧難の時代に、どうしてソテツが食料として用いられていたのかがよく分かった。今回ソテツの毒を取り除くこ

とができなかったので、ソテツデンプンを食べることはできなかった。しかし、デンプン粒の顕微鏡観察や、もち

を作った際の見た目や触った感じの比較から、ソテツデンプンは、イモ類のデンプンとは異なる性質を持っている

と予想された。毒さえ取り除ければ、ソテツデンプンは新しい種類のデンプンとして有効利用できそうだ。ソテツ

デンプンは、白色でとてもきれいでおいしそうだった。含有率も高いので、食料にしないのはもったいないと感じ

た。ぼくは将来、ソテツの実の毒を完全に無くすことを研究して、ソテツの実で作ったおもちが毎日のように食べ

られるようにしたいと思っている。今回は、それぞれ 1 回ずつしかデンプンを取り出す実験を行わなかったが、今

後、実験を繰り返し、もう少し効率よくデンプンが取り出せる方法がないか、検討してみたい。また、ソテツ以外

の植物(アダン、タコノキ)についても、デンプンを取り出す実験をしてみたいと思っている。 
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佳作 
化学 

宜野座村立漢那小学校 

仲間 咲奈    大城 心結    大嶺 心花 

お米の糖度に注目 

 

１.目的  

（１）お米の種類によって糖度が違うのか調べる。 

（２）混ぜる水溶液によって糖度がどのように変わるのか調べる。 

（３）炊く時間によって糖度が、どのように変わるのか調べる。 

 

２.方法  

（１）実験１・２・３の方法市販のお米を使う 

  お米０．５合、水１Ｌでおかゆを作る。おかゆの状態でデジタル糖度計で、水溶液糖類含量を調べ

る。炊飯器は、同じ機器を２つ同時に使用する。 

 

３.結果  

（１）実験１の結果 

必ずしも年月日が新しいと糖度は高くなるとは限らない。 

（２）実験２の結果 

厳密に糖度と糖度のたし算とはならない。 

（３）実験３の結果 

炊飯スタート⇒３５分、４０分⇒加速して糖度が上がった。 

 

４.考察 【実験３に注目した考察】 

お米を５分ごとに炊いてみた。予想では、糖度の上昇は炊飯中の２０分に香りが見られることから、

２５分、３０分あたりに加速して上がると予想したが、結果は、２０分、２５分に上がった。予想より

５分、１０分早くなった。 

また、お米を炊き込む程、糖度の計測は、時間がかかり、難しくなった。 

この事は、糖分以外の成分が含まれているためではないかと考える。
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佳作 
化学 

宜野座村立漢那小学校 

安次富 朱菜   赤嶺 星七  山内 優来 

生け花の水の研究パートⅡ 

～バラを長く生ける水を求めて～ 

１.目的

パートⅠで上位になった、溶液に注目する。混合の量について、よく考え微量から実験する。絵＊生

け花の花がいきいきと長持ちする溶液を追求する。

２.方法 研究期間：平成２８年１月～９月

（ア）実験期間・・・平成２８年１月１９日～９月９日

（イ）まとめ・・・平成２８年２月～９月

（ウ）作品作り・・・平成２８年７月～９月

３.結果

バラ・ノブレスを長持ちさせる水溶液（１・２月の場合）

ベスト７・・・冊子にて示します。

ベスト３

１位・・・水２Ｌ＋砂糖３ｇ

２位・・・水２Ｌ＋月桃の葉（２㎝×２㎝）

３位・・・水２Ｌ＋青さびの入った１０円玉１０枚

４.考察

今回の実験で、バラ，ノブレスを長持ちさせる水のベスト３が決定した。

１位は、砂糖３ｇ。冬場ならではの特長で雑菌があまり発生しない事から栄養が効いたと考える。

２位の月桃２㎝×２㎝と、３位のさび入り１０年玉１０枚は、雑菌への抗菌作用が効いたと考える。

尚、１位～３位までは，葉が１１枚～９枚残っている。これは、葉で光合成を行い、師管を経て、栄養が

取り込まれていると考える。ノブレスに対して、また、この時期の気温に対して溶液の量が適量だったと

考える。
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佳作 
生物 

南風原町立津嘉山小学校 

寺田 周太  寺田 恭介 

身近な生き物のウンコの研究 パート２ 

 

１.目的 

前回の研究で植木鉢の土の上に置いたウンコがなくなったのは分解者が分解したと思ったので、今回

はいろいろな土で確かめたいと思った。そして、前回調べられなかった生き物のウンコも調べたかった。

いろいろな人から「また来年もやってね」と言われたことも理由のひとつだ。 

 

２.方法  

1. 身近な生き物１８種のウンコを観察し、大きさ、形、色、かたさ、においを記載した。 

2. ７種の土の上にウンコを置き、分解のスピードを比較した。 

3. 市販の樹脂を用いて、樹脂封入標本を作製した。 

 

３.結果  

1. 身近な生き物１８種のウンコについて、大きさ、形、色、かたさ、においを観察した。 

2. 赤玉土とバーミキュライトは全く分解しなかった。腐葉土と堆肥は少しだ 

け分解した。ハイビスカスの鉢の土が も分解が速かった。木が枯れた鉢 

の土は少し分解した。虫を入れた鉢は全く分解しなかった。 

3. 身近な生き物１８種のウンコの樹脂封入標本を作製した。 

 

４.考察  

1. 種類によってウンコも様々であるが、分類グループでウンコの特徴がまとめられる。 

2. 赤玉土とバーミキュライトは分解者がいない、腐葉土と堆肥は少ないけど 

分解者はいる。ハイビスカス鉢の土の分解が速かったのは、ほぼ毎日のように飼育しているカメの汚

れた水やウンコを入れていたので、土の中の分解者は餌が多くたくさん増えていたからだと思う。分

解者の多い土にするには、毎日分解者の餌になるウンコを与える。そして、分解者が分解したウンコ

を栄養にしてすいとる植物も植えると良いと思う。ダンゴムシやワラジムシはウンコを食べなかった

が、カタツムリなど他の生き物も試してみたい。 

3. 小さなウンコは、この方法で良いと思う。樹脂がもっと透明で透き通って 

いたら、もっときれいで見やすいと思う。もっといろいろな生き物のウンコの標本を作りたい。 
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佳作 
生物 

那覇市立天久小学校 

岩瀬 花海 

海がんのホネしらべ 
 
１.目的  
海岸で遊んでいると、いろんなホネが落ちていることに気づくようになった。 

これまで見つけたホネが、何のホネなのか、どこからやってきたホネなのか、どうしてそこで見つか

るのか調べてみたいと思った。 
 
２.方法  
①何のホネなのか調べる方法…家にあるホネの本で調べる、水族館や博物館へ持って行って標本と

くらべてみた 
②どこからきたホネなのか調べる方法…森、山からきたホネ、海からきたホネ、町からきたホネ（家

畜）、町からきたホネ（ペット）、この４つにわけてみた。 
 
３.結果  
どこからきたホネ？（ ）の数字はホネの数 
・森、山からきたもの…なし 
・海からきたもの…ウミガメ（１０）、イルカ（１）、魚（４）、カニ（１） 
・町からきたもの［ペット］…ネコ（１） 
・町からきたもの［家畜］…ウシ（１８）、ブタ（６）、ウマ（１）、ヤギ（４） 

 
４.考察 
①結局どこからきたホネなのか 

家畜のホネについて、海岸でバーベキューをして捨てられることもあるかもしれないと思ったが、

調べてみたら、バーベキューで食べる部分のホネは１つもなかった。では、どうしてそんなホネが落

ちているんだろうと疑問に思った。ヤギは海岸で殺して食べることがあると聞いた。だから、食べる

のに必要のない部分だけ、海に捨てて帰るのかもしれないと考えた。 
渡名喜島のウシの歯は、同じ場所に捨てられた陶器から、今から７０年前のものかもしれないとわか

った。昔はゴミを捨てる場所が作られていなくて、海に捨てていたのかもしれないと思った。他の場

所で見つけた、たくさんのブタのホネも、もしかしたらまだゴミをすてる場所が作られていなかった

頃の昔のブタなのかもしれない。 
今回調べたいろんな海岸には魚のホネや貝殻もたくさん落ちていた。誰かが食べるところだけ持っ

て帰って、いらないところを捨てたのかもしれない。だから魚のホネも、自然に海から流れてきたも

のではないかもしれないと思った。 
②ホネとゴミのもんだい 
ホネとゴミのことを考えると、どこからどこまでがゴミなのか、判別がとても難しいとわかった。

人間がどういう気持ちでそこに埋めたり、持ってきたりしたのかでゴミかどうかが決まるのかもしれ

ないと思った。人間が大切に思って海にかえしたものはゴミではないと思う。しかし、生きている他

の生き物のことを考えて、海に持って行かないと決めるのが一番良いと思った。 
これからも海岸でたくさんホネを見つけて、どこからやってきたのか、どうしてやってきたのか考

えてみたい。ホネはたくさん見つけたいけれど、海から自然に流れてきたホネがもっとたくさん見つ

かって、町からきた新しいホネが増えなければいいなと思う。 
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佳作 
生物 

宜野座村立漢那小学校 

宜野座 康生   島田 望朝 

自然の豊かさを考える 

 ～土壌生物に注目して～ 
 

 

１.目的  

（１）「自然の豊かさを考える」ため、土壌生物を自分達の目で確認する。 

（２）土壌生物を整理し、まとめていく中で「自然の豊かさを考える」。 

 

２.方法  

（１）ハンドソーティングやツルグレン装置を活用し調査地点Ａ、Ｂ、Ｃの土壌生物調査を行う。 

（２）自然度診断表を活用し、調査地点Ａ、Ｂ、Ｃの自然度を判定し考察していく。 

 

３.結果  

（１）Ａポイント（学校の広場）・・・土壌生物３種類確認（１点） 

（２）Ｂポイント（校区のマンゴー畑）・・・土壌生物確認できない。（０点） 

（３）Ｃポイント（校区内 よりあげの森）・・・土壌生物３０種類確認（９１点） 

Ａグループの土壌生物が多い。自然がかなり豊かだ。 

 

４.考察   

環境の悪化に敏感なＡグループの生物がすべている事は、すごいと考える。 

 人の出入りが少なく、森の湿度もほぼ年間を通して高い。アマミアラカシが、群生するこの森は、日差

しが入り込むすき間も少ない。以上の要因からＣポイントは，自然が豊かだと考える。 
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佳作 
生物 

那覇市立城西小学校 

上原 千愛 

ねぎのかんさつ 

 

１.目的  

おじいちゃんのお手伝いをしながら，育てている野菜の観察をしてみる。 

 

２.方法  

植える球根を 10 個とし，育つ過程をただ観察するだけでなくそれぞれのネギの高さを測り， 終的に

はグラフにして成長の様子を比較している。 

 

３.結果  

ねぎは，植えてから３日目から芽が出てきた。芽が出たら１２日目位までは１日に３～５㎝くらい大き

くなった。１２日目を過ぎると１㎝くらいしか大きくならなかった。 

 

４.考察  

球根を植えてから２０日目では葉の先が枯れ始め，バラバラに折れてくることから「二十日ネギ」とい

う名前がついていることがわかった。 

 

〈がんばったこと〉 

・毎日決まった時間にネギの観察をしたこと。 

・ものさしやスケールを使って観察をしたこと。 

→物の大きさや長さの測り方がわかるようになった。 

 →長さは「センチメートル」を使うことがわかった。 
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佳作 
生物 

豊見城市立豊崎小学校 

松山 愉音 

大きらいな蚊を育ててみて分かったこと 

 

１.目的  

私は蚊が大きらいです。庭にある水鉢のまわりに沢山蚊がいるからです。そして、刺されたらとても

かゆいからです。でもよく考えたら、私は蚊のことについてあまり知りません。そこで蚊のことについ

て調べてみることにしました。 

 

２.方法  

図鑑で蚊のことについて調べるとともに、飼育して観察してみました。 

庭に座って、血を吸いに来て止まった蚊を、ペットボトルをそっとかぶせてつかまえました。そして、

のりの箱で作った飼育箱で育ててみました。飼育箱の中に水を入れた容器を入れ、卵を産ませ、その後

の発育を観察しました。 

蚊のエサには角砂糖を使いました。また、成虫のオスとメスの違いを観察しました。 

 

３.結果  

私がつかまえた蚊は、「ヒトスジシマカ」という蚊で、世界中にいるそうです。沖縄の方 

言」では「ヤマガジャン」というそうです。血を吸うのはメスだけで、オスは花の蜜など 

を吸っているそうです。デング熱やジカ熱、犬のフィラリアなどの伝染病をうつすそうです。 

蚊は 1mm よりも小さな卵を 40 個ぐらい産みました。卵は水の上に浮いていました。幼虫はボウフラ

というそうです。指を入れても集まりませんでしたが、かつお節を入れると沢山集まってきたので、ボ

ウフラのエサはかつお節にしました。蛹はオニボウフラというそうです。蛹も驚かすと泳ぐことが分か

りました。卵の期間は 3 日、幼虫の期間は 6 から 15 日、蛹の期間は 2 日で、卵から成虫までの期間は

11 から 20 日でした。 

オスとメスの違いは、触角の毛、口とそのとなりにあるひげの長さ、で見分けることが出来ました。 

 

４.考察  

蚊のことについてあまり分からなかったけれど、いろいろ調べていくと、どんどん蚊の 

ことが分かってきたのでおもしろかったです。育てていくと、卵から幼虫、蛹になるのが 

楽しみで、毎日見ていると、蚊もかわいいと思いました。 

次は蚊の種類や蚊の暮らしなどをどんどん調べていきたいです。きらいだった蚊ですが、一 

生懸命生きている蚊が、ちょっと好きになりました。知らせたい。 
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佳作 
生物 

北中城村立北中城小学校 

後藤 こはづき 

むのうやくのお米さいばいと田んぼの生きものたち 
 
１.目的  

まいにち、熊本から送られてくる完全無農薬のお米を食べている。殺虫剤や除草剤、化学肥料を

使わないお米は体に安全と聞いているけれど、栽培されている田んぼはどうなっているのか知りた

くなった。去年は 1 年生であまりかかわっていなかったので、今年は 初から研究したいと思っ

た。 
また、「むのうやくさいばいの田んぼ」にはどのような生きものがくるのか調べたいと思った。 

 
２.方法  

家のまわりの空き地を、機械を使わず耕し、アゼを作り、水を引いて田んぼに貯める。また、種

もみは去年「むのうやくさいばい」で残しておいた種もみを使う。種モミ選びから苗床づくりなど、

お米のづくりの仕組みや成長ぶりを観察し、なえが成長したら田んぼに田植えをしたあと、「むの

うやくの田んぼ」にくる生きものたちの観察をする。 
【ボウフラ退治の実験】田んぼでわくボウフラを農薬ではなく魚で退治できるか？ 
 
３.結果  

ガラスのビンを使ったので、半年ねむっていた種もみが選別されたあと、60℃のお湯でめざめ、

きれいな冷たい水のなかで芽や根を出すようすが分かった。 
苗床には、島尻マージ、中頭マージ、ジャーガルの土を使って成長ぶりを比較したが、苗の成長に

は大きな差はなかった。 
【ボウフラ退治の実験】水槽に 20 匹ずつボウフラを入れ、それぞれの水槽にトウギョ 2 匹、リュ

ウキュウメダカ 10 匹、キンギョ(小赤)3 匹を入れて観察した。その結果、次の日にはどの水槽に

もボウフラがいなくなった。 
また、「むのうやくの田んぼ」には、田んぼをたがやす前からいたミミズやオケラ、モグラを見

つけた。なえが伸び始めるとリュウキュウカジカガエル、コモリグモ、シオカラトンボ、アカナガ

イトトンボなどが来た。 
 
４.考察  

初めて種もみから田植えまで稲の成長観察をした。途中、種もみの選別の仕方や水の中での成長、

水槽内の水替え、苗床の作り方、苗の成長、田植えのタイミング、田んぼでは田植えの仕方や水の

調整などイネの栽培は大変手間と時間がかかることが分かった。さらに機械を入れない上、無農

薬・無化学栽培なので、手やカマを使った草刈りや虫追いも大変な作業だった。また、肥料は家で

飼っているヨナグニウマの馬ふんで作ったたい肥を入れた。ボウフラ退治には、飼っているリュウ

キュウメダカを 10 匹放流した。 
「むのうやくの田んぼ」には、土や水がきれいなためか、カエルが卵を産み付け、トンボも産卵し幼

虫のヤゴもいた。夏休みが終わったあと、 3 匹のホタルがアゼの草むらに光を点滅       

したのを見て「むのうやくの田んぼ」のおかげと感じた。農薬をまいてもイネは強いので枯れるこ

とはないが、すめない虫もいる。特に生命力の弱い卵に除草剤や防虫剤がまかれると影響が大きい。 
農薬や化学肥料がかからない土の中や水の中、イネの葉っぱにすむたくさんの種類の生きものたち

が寄ってきて、それぞれつながる田んぼは健康。だからそこで育ったお米、それを食べる人は健康

になると改めて思った。今後は害虫対策も考えたい。 
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佳作 
生物 

沖縄カトリック小学校 

中村 真緒 

切り花を長持ちさせるには？ 
 
１.目的   

母の日にプレゼントしたカーネーションが、ほどなく枯れてしまったのを見て、せっかくプレゼ

ントした花を少しでも長く美しい状態で観賞できたら母も喜ぶし、カーネーションをプレゼントに

する価値も大きくなると考えた。 
 どこの家庭にもある身近な液体を使って、水だけの時よりもさらに長持ちさせられる液体はどれか

を実験、検証することにした。 
 
２.方法   

家庭にある身近な液体 120ＭＬ（水だけ、経口補水液、麦茶、栄養ドリンク、サイダー、漂白剤、

10 円玉をそれぞれ入れた水）を用意し、毎日同時間帯にその変化を観察し、写真撮影した。（実験

1） 
の結果、一番長持ちした液体（サイダー）について、さらにその長持ちの度合いを調査するため、

120ＭＬの水と希釈する濃度を 10～120ＭＬの 7 段階に分けて、観察、写真撮影を行った。（実験 2） 
 
３.結果   

実験１でカーネーションを長持ちさせた液体は、糖分を含んだサイダーを入れたものが一番長持

ちし、 も早く枯れたのは液体が早くから濁り始めた麦茶だった。 
実験２のサイダーの濃度を変えた実験ではサイダーと水を半々に混ぜたものが も長持ちし、 も

早く枯れたのはサイダーの濃度が高いものであった。 
 人に対する水分補給効果が高い経口補水液が一番長持ちすると予想したが、花に対してはサイダー

が も効果的であった。 
  また実験１、２ともに、一番長持ちしたカーネーションは、液体の吸い上げ量が も多く、枯れ

たのが一番早かったものは、液体の吸い上げ量が一番少ないことが判明した。 
 
４.考察  
①植物は本来光合成により栄養分を得ているが、切り花は自分でそれが出来ないため、長持ちさせ

るには栄養分を与えることが必要で、その栄養分が糖分である。 
  切り花に糖分を与えることで、自分で作り出せないエネルギーを補給できるため切り花が長持ち

すると考えられる。 
②切り花を長持ちさせるために必要なものは、きれいな水と糖分であり、糖分の入っている液体（サ 
イダー、経口補水液、栄養ドリンク）はその栄養分が成長にも影響したため観察開始時より大き

な花となっていた。さらに糖分の中でもサイダーと経口補水液に入っているブドウ糖は分子の粒

が小さく茎から吸収 
しやすいため長持ちしたと考えられる。 

③実験 2 では、水との希釈度合を変えた結果、ただ糖分が濃厚であればよいというものではなく、 
逆に糖分が濃すぎると液体中にバクテリアが繁殖し道管が目詰まりして早く枯れてしまったと

考えられる。 
④今回は家庭にある身近な液体ということで費用をかけずに長持ちさせることを主眼に置いたが、

市販の延命剤との日持ち比較や、延命剤と液体のコストを比較勘案した、費用対効果についても

継続研究していきたい。
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佳作 
生物 

北中城村立北中城小学校 

後藤 さわみこ 

アリをたいじせず、アリから身を守る方法 
 
１.目的  

家の中まで入り込み、食べものの残りにむらがるアリは時として人の体をさし、さしたところが

かゆみや痛みを伴うこともあります。だから人間にとってはきらわれ者ですが、アリも自然のなか

では大切な分解者・運搬者です。薬を使って退治する方法もありますが、それは人間の身勝手です。

そこで、アリを退治せずアリから身を守る方法はないか、研究しました。 
 
２.方法   

家の回りにいる３種類のアリで実験しました。アリの生態を知るために、【実験１】 好きそう

なものを置く。 
【実験２】いやがりそうなものを置く。 
【実験３】近づけそうにないアリ返しを作ってみる。 

アリの行動を観察すると、フェロモン(独特のにおい)を出して行き来していることが分

かりました。 
【実験４】フェロモンを残さない実験 

 
３.結果  
【実験１】好きなもの順 かけ醤油、スイカ、いちごジャム、あんこ。集まらなかった順 バニラ

エッセンス、ストロベリーエッセンス、ワサビ、焼酎。 
【実験２】いやがりそうなものをおいてアリを寄せ付けない方法に使おうと思いましたが、効果が

あったものは石けん、食器洗い洗剤だけで、強いにおいを出すドクダミソウは平気。木

酢液やジュウソウには来ませんでした。 
【実験３】味やにおいではなくアリが入りにくい構造として、熊本城の石垣にある武者返しや北中

城村にある文化財・中村家のネズミ返しを参考に角材に鉄板を張り、角を直角にして鉄

板の上にエサを置きましたが、アリは足や体を使って上ってきました。 
【実験４】チョーク、コーヒー豆のカス、タバコのニコチン液は効果がありました。コーレーグー

スも効果がありましたが食べたら死んでしまいました。 
 
４.考察  

人とアリが仲良く生きるためには、お互いのくらしをすみ分けるのが一番いいと考えました。そ

のためには、アリの好物を家の中に散らかさないことです。アリのきらいなもので仕切ることも一

つの方法ですが、石けんや洗剤を並べるのは現実的ではありません。アリの侵入を止めようとして

もわずかなすき間からアリは入ってきます。 
実験を繰り返すうちに、アリがどこからともなく寄ってきてそのうち、アリが行列を作ることが分

かりました。アリの生態を調べるうち、アリはお尻からフェロモン(独特のにおい)を出して「仲間

に知らせ」たり、帰り道の「道しるべ」にしたりすることが分かりました。 
このことを逆手にとって、フェロモンを消す無害で簡単な方法を考えました。 
チョークやコーヒー豆のカス、タバコ（「若葉」というニコチンの強いタバコ）を出入り口付近に

塗ったり置いたりすればアリは来ません。 
コーレーグースも身近にありますが、食べる(さわる)と死んでしまったので、殺虫剤と同じことに

なります。アリと共存するには、チョークなどの身近な材料でフェロモンを消し、人とアリをすみ

分けることが大切だと考えます。 
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佳作 
生物 

浦添市立前田小学校 

屋冝 統智 

おきなわのせみずかん 

１.目的 

小さい頃からセミが好きで，いつも家族であちこちの山にセミを取りに行っていました。そこ 

で１年生の自由研究で沖縄には何種類のセミがいるのか，その特徴などを調べて図鑑にして 

みようと思いました。 

 

２.方法   

沖縄の北部から南部までの山など，色々な場所でセミを探して捕まえ，大きさを測ったり，体 

の色や形，鳴き声などを観察したりしました。木や葉にそっくりで見つけにくいセミは鳴き声 

を調べて，その鳴き声を聞いて探してみつけました。また，高い木にいるセミは，長い棒をつ 

なげたり，釣り竿に網をつけたりしました。枝や葉の多い木にいるセミは，小さな網を作りま 

した。そのなかでも難しかったクロイワゼミは，鳴き声と鳴く時間を調べて何度も山を登り， 

ようやく見つけることができました。また，セミノコを捕まえて羽化を観察したり，抜け殻を 

集めたりして標本を作りました。羽の連結器の仕組みも観察して調べました。 

 

３.結果  

今回の研究で，沖縄には９種類の様々なセミがいることがわかりました。体の小さなハエのよ 

うなセミや全身黄緑色のきれいなセミや腹が空洞で透けて見えるセミもいることがわかりま 

した。９種類のセミは，それぞれ体の大きさや色，形，鳴き声等の特徴も違い，また生息して 

いる場所や木，見られる時期も違うことがわかり，細かく観察して見比べ体の特徴の違いを調 

べてまとめました。 

また，抜け殻を集めて観察するとセミの種類によって大きさや形が違うことがわかりまし 

た。でも成虫が似ているセミの抜け殻は，大きさは違うけど形は似ているということもわか 

りました。 

４.考察  

研究を振り返って，沖縄にいる９種類のセミの体や鳴き声の特徴や生息地域，見られる時期に 

ついて知ることができました。もっと調べたかった点は，「見られる時期の詳しい期間やセミの種類に 

よって鳴く時間帯は違うのか，決まった時間に鳴くのか。」ということを調べたいと思いました。また， 

「羽の特徴の違いやセミは本当に一週間しか生きられないのか」ということも疑問に思ったので調べる 

方法を考えたいを思っています。反省点は，図鑑をわかりやすくするため，セミの生息している場所の 

様子を山なのか平地なのかの写真を入れた方が良かったのかなと思いました。これからもセミについて 

もっと詳しく調べて図鑑を完成させたいです。 
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佳作 
生物 

浦添市立港川小学校 

新里 凛太 

ぼくのミミズコンポスト パート 2 

 

１.目的  

おじいちゃんの畑でよく見るミミズ。ミミズか沢山いる時はたくさん野菜が育つのはなぜ？そんな

疑問から調べはじめたミミズコンポストの研究が 2 年目に突入。家から出るゴミを減らしながらいい

土を作り、おいしい野菜を作ることができる。このしくみを沢山の人に知ってもらいたい。 

 

２.方法  

①ミミズコンポストの土 

②けいふん入りの土 

③ふつうの土を使って土の成分を比べました。 

また、それぞれの土を使って植物の生長を比較。 

ミミズの土にどれくらい栄養があるのかを調べてみました。 

 

３.結果  

土の成分をはかる検査キットを使って、それぞれの土の成分を比較。それぞれの土を使って植物を

育ててみると、ベビーリーフレタス、サラダ菜はトクサオカチュウジガイが大量発生するというハプ

ニングにより結果が出せませんでした。唯一、はつかネギだけはその成長に大きな差が出ました。 

 

４.考察  

3 種類の土を使って同じ植物を同じ状態から育て、ミミズコンポストの土がどれくらい栄養がある

のか確かめたかったのですが、今回はハプニングによりはつかネギだけでしか証明できませんでした。

しかしトクサオカチュウジガイが発生しなかったはつかネギの成長の差はとても大きく、これからの

研究につながっていくと思いました。 

次は用意する鉢を 1 つずつではなく 3 つずつに増やすなど、同じ実験を何度かくり返し、結果を数字

やグラフで比べて、もっとしっかり結果を出したいと思います。 
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佳作 
生物 

那覇市立小禄南小学校 

宮城 さや 

草花のけんきゅう 

１.目的 

２年生の時、鉢にミニトマトを植えると、トマト以外の草が生えてきた。 

この草はどこから来たか疑問に思った。 

また、栄養がなさそうな道ばたや運動場の周りにも、いろいろな植物(雑草)が生えているので 

この草花について、調べてみようと思いました。 

２.方法  

(１)種も何も植えていない土だけから、植物は生えてくるか？ 

  ①プランターに赤玉土(栄養分が少ない赤土)を入れ、日なたと日かげにおいておく。 

  ②プランターに赤玉土と庭の土を混ぜたもの(栄養分が入っている)と、 

赤玉土だけのものを日なたにおいておく。 

(２)小学校には、どんな種類の植物(雑草)が生えているか？ 

３.結果  

(１)①11 月から３ヶ月間は、ほとんど芽が出なかった。４月になると、急に芽の数が増え、４ 

月下旬には日なたより日かげの芽の数が多くなった。 

②庭の土を混ぜたものは、プランターいっぱいに植物が成長したが、赤玉土だけのものは何 

も生えなかった。 

(２)54 種類の植物の名前がわかった。 

  学校のどこでも見られたのは、タチアワユキセンダングサだった。また、 

  ムラサキカタバミ、ホウキギク、アメリカハマグルマがよく見られた。 

  キク科の植物が 10 種類で、一番多かった。 

４.考察  

(１)①プランターをおいてすぐ芽が出てくると予想したが、約３ヶ月間ほとんど芽が出なかっ 

たのは、その期間は気温が低く、日光があまり当たらなかったからだと思った。気温が高く 

なると、予想した通り、風で飛ばされてきた種から芽が出てきた。 

    外ではアスファルトのすき間など、栄養がほとんどないような所でも生えているので、 

もっとプランターいっぱいに成長するかと思ったが、ならなかった。 

   ②庭の土を混ぜたプランターは、赤玉土だけのものとひかくすると、たくさん芽が出て大き 

く成長したので、植物の成長には日光や水だけではなく、栄養分もひつようだとわかった。 

(２)植物(雑草)が生えていた場所は、主に、植えている植物のまわりや木の根元、アスファルト 

のすき間などで見られた。人にふまれるような所にも植物が生えていた。葉が細長いイネ科の植物 

もたくさん生えていたが、どれも似ているので、穂が出ていないと名前がわからなかった。 
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佳作 
地学 

八重瀬町立白川小学校 

神谷 咲希 

太陽のうごき 

 

１.目的  

かげは、太陽の光をさえぎる物があると太陽の反射側にできる。そこで、かげの長さから太陽の

高さを調べることにより太陽の動きをよりくわしくわかるのではないかと考え調べてみた。 

 

２.方法  

①かげの動きを調べる道具を作る。 

②3 月から 7 月の間で調べる。 

③かげの長さを同じ場所で午前 10 時から午後 2 時まで 1 時間ごとに調べる。 

④かげの長さから太陽の高さを調べる。 

⑤かげの長さと太陽の高さをグラフで表す。 

 

３.結果  

① 同じ時刻ごとに比較すると 3 月から 5 月にかけて、どの時刻でもかげの長さが短くなってい

き、6 月から 7 月にかけては、どの時刻でもかげの長さがあまり変化しなかった。 

②かげの長さで観察した各時刻に共通することは、同じ長さで短くなることと変化しない長さが

ある。 

③太陽の高さで観察した各時刻に共通することは、同じ高さで変化することと変化しない高さが

ある。 

 

４.考察  

①太陽の高さを同じ時刻ごとに比較すると 3 月から 5 月の午前に観察した太陽の高さは、高く

なっていき、午後に観察した太陽の高さは 6 月中旬頃まで高くなっている。 

また、6 月と 7 月の太陽の高さは、あまり変化がなかった。 

②太陽のかげは、南から東へ移動する。かげは、太陽の反対に移動する。 

③太陽のかげは、１２時頃１番短くなる。 

④今回は、春から夏にかけて調べたので、次は、別の季節の太陽のうごきについて調べ、今回の

結果と比べたい。  
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佳作 
地学 

宜野湾市立はごろも小学校 

山田 創介 

お天気ちょうさパート２  

(しつどと気圧と天気のかんけい) 
 

１.目的  

去年の自由研究で、お天気調査をしました。毎日、天気を調べて目測で雲の量を調べてみると、

沖縄の空は、雲がない日が少なかったです。そこで、なぜ雲があったり、なかったりするのか調べ

てみたいと思いました。雲ができるための条件を調べることを目的に、雲の量と湿度、気温、気圧

の関係を調べました。 

 

２.方法  

①気温と湿度と気圧を測定して、雲の写真をとる。 

②雲量を目測で調べる(簡易気圧計の作成) 

  ・絵の具で色をつけた水を試験管に用意する。 

  ・穴あきゴム栓にストローを刺し、色水がゴム栓の基準位置にくるようにゴム栓を押し込む。 

 

３.結果  

・夏の４２日間の気温・湿度・気圧・雲量・天気を表にまとめた。 

・雲量の結果をグラフにまとめた。 

・気温・湿度・気圧・雲量の４つをグラフにまとめて関係を見た。 

  調査した夏休みの間で、雲の量が少ない日が多かったです。快晴や晴れの日が続きました。また、

気温の変化は少なかったです。2015 年と 2016 年を比較すると、去年は、雲の量が多い日が多か

ったのに、今年は逆に雲の量が少ない日が多く、晴れの日が多かったです。 

 

４.考察  

その１：グラフを見ると、気温の変化は、少なかったです。雲のできるできないには、気温は、

関係が少ないと考えました。         

その２：湿度が上がると雲量も増えていました。湿度が下がって上がると雲量が多くなっていま

した。 

その３：雲ができる条件として、一度気圧が下がった状態から、気圧が急に上がると雲ができる

ということを勉強しました。グラフでもその条件が揃っている部分がありました。 

お天気調査をして雲ができる条件は、気圧が大きく関係していると考えました。気圧が

高い状態から一気に気圧が下がり、温度が下がることで、雲ができやすくなることを知

りました。 
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佳作 
地学 

那覇市立天久小学校 

岩瀬 暖花 

海岸の化石調べ 特別編！ 

 ～ オオメジロザメの密度くらべ～ 
 

１.目的  

去年の自由研究で、浅い海に住むサメと深い海に住むサメについて歯化石の密度を比べたが、違いがよくわから

なかった。そこで、今年は生きているオオメジロザメの歯の密度を計測して、今使っている歯（アゴの外側、１列

目）と予備の歯（２列目以降）の違いを調べてみた。さらに、水族館の水そうに落ちている脱落歯や、家にあるオ

オメジロザメだと思う歯化石についても密度を測ってみることで、化石になっているサメの歯が何列目の歯なのか、

考えてみた。 

２.方法  

現世オオメジロザメの歯は、自分で釣った全長約 80cm のサメから取り出した。脱落歯は美ら海水族館のオオメ

ジロザメと思われる歯を選んで測定した。さらに、同じ種だと思う化石をこれまでに拾った化石の中から自分で選

んだ。 

３.結果  

密度の測定結果から、①脱落歯は１列目と密度が近い、②脱落歯の密度の変化はあまりない、③化石の密度もあ

まり変化がない、ことがわかった。これらの結果から化石で見つかるのは脱落歯が多いと考えられる。 

密度のグラフを見ると、釣ったオオメジロザメの下アゴの２列目の密度の結果が少し変だと感じたので、もう一度、

重さと体積に戻って考えることにした。歯の重さは上アゴで３列目から１列目に向かって増えているが、下アゴで

は変化が見られないという結果だった。歯の体積は上アゴと下アゴで共に３列目から１列目に向かって小さくなる、

という結果が得られた。 

４.考察  

これらの結果から、歯が成長して外側に移動すると重さや密度が高くなるのに、なぜ体積は小さくなるのだろう

という疑問が生まれた。そこで、仮説を２つ立てた。【仮説①】赤ちゃんで成長が早いため３列目の歯の方が後か

ら作られていて大きい、【仮説②】生え変わる時期に歯根が溶けて脱落しやすくなっているため３列目の歯の方が

大きい。 

仮説について考えるために追加の計測を行った。エナメロイド部分（歯頸も含む）と歯根部分の長さを測り、上ア

ゴと下アゴの１列目から３列目を比べた結果、エナメロイド部分は３列目から１列目の間で変わらず、歯根部分は

３列目から１列目に向かって短くなっていた。この計測結果から、仮説①について、エナメロイド部分の長さが３

〜１列目で変わらないので違うと考えた。仮説②について、歯が抜けるために溶けているのであれば重さが減って

いるはずだけれど、重さは減っていないので、こちらも違うと考えた。 

これらのことから、歯の成長に関係があるのではないかと考えた。歯根の部分は前列にいくにつれて干し柿みた

いに水分がなくなって固くなり小さくなるのではないかと考えた。これらのことから、オオメジロザメの歯は３列

目から１列目に成長していく中でギュッと固くなって少し小さくなると結論した。
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佳作 
産業 

北中城村立北中城小学校 

後藤 朴然 

身近な木を使った災害時の熱源確保 
１.目的  

熊本地震直後から 2 週間のインターネットの検索データでは「コンビニ」・「ガス」・「水道」の 3
語が多く検索された。生活インフラが復旧するまで「コンビニ」（食品・雑貨）・「水」が徐々に減

るのに対して「ガス」は復旧が遅れたせいか、逆に増え続けた。インスタント食品があっても熱源

がなければ食べられない。殺菌するのもお湯が必要。そこで、身近な循環資源である樹木に注目し

これを災害時に熱源として活用できないか研究した。 
２.方法 

家のまわりに自生するヤブニッケイなど 7 種類の樹木を原料とし、災害直後、熱源として生か

せるかかどうか実験を重ねた。 
【実験１】乾燥実験【実験 2】燃焼実験【実験 3】木炭化実験（装置その１～その５）木炭化実験

の装置については失敗が続き、やっと 5 回目にして成功した。また、温度管理による検証を 4 か

月後の冬休みに実施した。 
３.結果  
【実験１】乾燥実験  
災害時に樹木を利用した熱源確保とはいうものの生木の状態ではでは火は通らないとの常識か

ら乾燥のしやすさを実験した。結果はアカギ、オオバイヌビワ、シマグワ、オオバギ、ヤブニッ

ケイ、ホルト、イヌビワの順。 
【実験２】燃焼実験 
燃えやすい順にヤブニッケイ、ホルト、オオバギ、オオバイヌビワ、アカギ、イヌビワ、シマグ

ワ。火持ちの長い順は、イヌビワ、オオバイヌビワ、アカギ、シマグワ、オオバギ、ヤブニッケ

イ、ホルト。 
【実験３】木炭化実験 
単なる燃焼は熱エネルギーの損失が大きく、火元が大きいので熱源利用の範囲も限られることか

ら木炭化して安定的かつ持続的な熱源確保ができないか実験した。木炭にすれば七輪やドラム缶

式バーベキューコンロの熱源になる。災害時を想定すると身近な道具で生木を木炭化することに

なる。ただ、実験は予想に反して失敗を繰り返しやっと 5 回目にして 7 種類とも木炭化できた。 
【温度管理による検証】 

7種類の生の樹木を種類ごと炭がまに入れ、熱風を送り、内部温度が280℃を超えると自発炭化し、

一斗缶だと約 6 時間で木炭に変化することが分かった。 
４.考察 

乾燥実験と燃焼実験で意外だったのは、乾燥しやすかった木（アカギ・オオバイヌビワなど）が

燃えにくく、乾燥しにくかったヤブニッケイ、ホルト、オオバギなどが燃えやすかったこと。火持

ちは乾燥しにくかったイヌビワだった。固さだけでなく油分など木の性質にもよるので災害時には

用途による選別が必要。木炭として熱源確保する場合は、たき口から送られる熱風を調整し、煙の

色やにおい、煙突の温度に注意が必要である。 
温度管理による炭化の検証をした結果、自発炭化が始まるカマ内部の温度の計測(280℃以上)もし

くは紫色の煙の確認後の炭化時間（約 6 時間）の確保及び消火しなければならないので、その見

極めには多少の経験知が求められる。 
災害時にガスの供給は爆発の危険が伴うため電気や水より時間を要すると考えられる。身近な樹木

を活かした熱源確保の研究を今後も続けたい。 
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佳作 
物理 

沖縄カトリック中学校 

伊佐 明香里 

太陽熱を調べよう 
 
１.目的 

色によって温まり方の違いがあるのだろか。そして、身近な太陽熱でどのくらいまで水温が上が

るのだろうかと思い、色と水温の関係について太陽熱を調べてみたいと考え、実験を試みることに

しました。 
 
２.方法  

(1)色水をコップに入れ、日の当たる場所に置き、10 分ごとに温度を測る。 
(2)(1)の結果で温度の高かったコップの水と透明の水にアルミホイルを巻いたコップの水を日の

当たる場所に置き、温度を 10 分ごとに測る。 
(3)太陽に当てる角度によって、温まり方が変わるか、水が入った瓶を発泡スチロール箱に入れ、

角度を変えて置いて調べる。 
(4)２ℓ 用のペットボトル４本に(1)の結果で温度の高かった色を塗り、発泡スチロールとアルミ

ホイルを利用して温水器を作る。ペットボトルの水温と内部の空気温度を測定し、温水器のふ

たを塩化ビニール樹脂版とアクリル板の２種類を使って光の透過率を調べる。また、500ｍｌ

用のペットボトル８本（計４ℓ）を(1)の結果で温度の高かった色をペットボトル８本に塗り、

２ℓと同様に測定し、光の透過率の高かった素材をふたにして調べる。 
(5)太陽熱を利用してゆで卵を作ってみる。 

 
３.結果  

①温度上昇の大きい色の順は、黒→緑→青→赤→黄→透明→白でした。 
②水温が気温より高くなると温度が上昇した。 
③黒の色水は、熱を吸収して水温が上昇した。 
④水の温まり方は太陽に垂直に置いたものが温度が１番上昇した。太陽光が当たる面積が小さい

程、瓶の水温上昇は低かった。また、発泡スチロールの箱で瓶の熱を逃がさないように耐熱し

ているので、温度上昇の高いことがわかった。日が沈んでも庫内の温度や水の温度は急激には

冷めなかった。 
⑤アクリル板のふたを使用した温水器が庫内の温度やペットボトルの水温を早く上昇させるこ

とができた。全体の体積が同じでも、体積を少量ずつにしたほうが、温水器の庫内温度、水温

も上昇した。 
⑥黒色とアルミシートを利用した方がゆで卵を効率よく作ることができた。 

 
４.考察  

(1)温まり方は、色に関係があり、色の明るさで決まることが分かった。 
(2)黒が熱を吸収しやすく、光を吸収して水温が上昇しやすい。 
(3)太陽熱を効率的に利用するには、色や断熱素材、太陽との角度を考えることが大切である。 
(4)温水器内部が受けた太陽光エネルギーは、効率よく水を温めることに利用される。温水器の

ふたの素材は、透過率の高い素材が集熱効果も上がる。 
(5) 黒く着色したペットボトルの面積が広く、水の体積が少ない方が効率的に温水器庫内や水温

を上昇させ日が沈んでも下げにくくする。 
(6)太陽熱を利用すれば、クリーンなエネルギーとして地球環境を守り、豊かな暮らしができる

と思う。また、調理器具（材料）を工夫すれば、他にもソーラークッキングを楽しむことがで

きる。 
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佳作 
物理 

南城市立大里中学校 

大城 陽菜 

紫外線が与える色の特性 
 
１.目的  

母が洗濯物を干すとき、色あせを気にしているのを見て、太陽光が色あせとどのように関係

しているのかを調べてみようと思った。色によって太陽光から受ける影響がどのように違うの

か観察し、比べてみた。 
 
２.方法  
【実験１】 

①色紙を数日太陽の下にさらして、色あせの様子を観察する。 
    ①色画用紙 ②折り紙 ③銀色 ④白紙 
     20 日間、天日にさらし、１日３回の紫外線量と気温、目視で天気を記録した。 
【実験２】色水を太陽光にあてて、温度変化を比較する。水に同量の絵の具を混ぜて天日に置

き、温度変化を記録した。 
【実験３】太陽光を T シャツでさえぎったときの紫外線量を比べる。 

 
３.結果  
【結果１】 

①色画用紙：紫>赤>橙＝桃＝黄>青＝緑>黄緑>黒＝白 
    ②おりがみ：肌色＝山吹色 
    ③銀  紙：紫>青>赤>水色＝緑＝黄緑>金>銀 
    ④白  紙：習字紙の黄ばみ 
【結果２】温度上昇が早く、高い順 黒>緑>紫>青>赤＝黄>白>透明 
【実験３】ポリエステル 100％ 

      黄＝蛍光黄<赤＝臙＝茶＝蛍光桃<黒＝青＝紺＝紫＝深緑＝灰色＝桃 
      綿 100％ 
      黄<黒<青<赤<白 
 
４.考察  
【考察１】紫や赤系統の色は紫外線による色あせが強く出ている。 

      元々の色が濃いと、色あせがはっきり見えていると思った。 
      色によって、熱の吸収の仕方に違いがあるのではないかと考えた。 
【考察２】水色の温度上昇は、予想通りの結果だったが、緑や紫などの上昇や色あせの結果か

ら見て、光を吸収する色と熱を吸収する色があるのではないかと考えた。 
【考察３】素材によって色の吸収率は異なるが、一般的に考えられている黒よりも黄色が紫外

線を吸収していることがわかった。 
【まとめ】太陽光の波長と色が互いに干渉し合って、色あせをおこしたり、紫外線を吸 

収しているのではないかと考えられる。今年は検証に至れなかったの、来年 
の新たな研究課題にしたい。 
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佳作 
物理 

昭和薬科大学附属中学校 

ヤマダ 慶 

鉛筆によって消しやすさは変わるのか 

 

１.目的  

今回の研究は、普段の日常の中で、シャープペンシルで書いた文字よりも鉛筆で書いた文字が消

しやすいことに気付いたことから、様々な硬さの鉛筆やシャーペンの芯の消しやすさを比べ、その

「消しやすさ」を何とか数値化できないか試行錯誤したものです。作品では、「消しやすさ」につ

いて疑問に思ったことを調べ、実験にうつし、まとめてみました。 

２.方法  

実験をするにあたって、筆圧をそろえるための装置を作りました。それを利用し、芯で引く線の

長さを統一しました。また、タイマーを使って消すまでにかかる時間を測定しました。使用する消

しゴムの硬さなどを変えると、けすまでにかかる時間に変化が現れるのかも検証してみました。顕

微鏡などを使い、芯の炭素の散らばりなども観察すると、興味深いことが分かってきました。 

３.結果  

まず、装置で引いた線が消えるまでにかかった時間、それによって発生した消しカス（消しゴム

のカス）の重さ、消しゴムで線を消すまでにかかった往復回数。これらを鉛筆とシャーペンンで比

較すると、すべて、鉛筆よりシャーペンの方が上である。これは、シャーペンの方が消しにくいと

いうことを示しています。また、シャーペンでも芯の種類を変えると、より硬い芯の方が消しにく

い結果になりました。そこで、顕微鏡で筆跡の深さを観察したところ、硬い芯の方が、紙が変形し

ており繊維の深いところに炭素が入り込んでいることが確認できました。 

４.考察  

結果から、鉛筆とシャーペンでは鉛筆の方が消しやすく、よりやわらかい芯の方が消しやすくな

ることが分かりました。やわらかい芯は紙の表面に炭素が乗っかるようになっているが、硬い芯だ

と紙を傷つけ、変形させて炭素が繊維の奥に入り込んでいくので、消しにくくなると考えられます。

また、鉛筆とシャーペンではシャーペンの方がより紙を傷つけ、繊維の奥に炭素が入り込んでいる

ことが分かりました。 

 鉛筆よりシャーペンの方がなぜ炭素が繊維の奥に入り込むのか分かりませんでしたが、レポートを

まとめているうちに、芯の先の形が違うことに気づきました。鉛筆は円錐で、シャーペンは円柱で

す。これからから考えられることは、線を引く際に、筆圧はそろえられても、それぞれの芯の先に

加わる力は変わってくるということです。（面積が広ければ広いほど、その面にかかる（芯の先）

力は弱まる。） 

これは、今後の実験をしていく中で、とても面白い実験になると思うので、今後の課題にしたいで

す。これからの実験が楽しみです。 
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佳作 
物理 

国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校 

島田 琴乃   内田 愛梨   野々口 聖七 

ラバーの角度と回転の関係 
 
１.目的  

卓球はボールの回転やラケットの角度が重要なスポーツと聞いて、試合のとき毎回ちがう相手に

どのように対応すれば良いのか気になり研究を行った。目的は次のとおりである。 
（１）ボールの回転とラケットの角度の関係を明らかにする。 
（２）ボールの回転とラケットのラバーの関係を明らかにする。 

 
２.方法  

（１）ラケットの角度をそれぞれ４５度、９０度、１１０度 にしたとき、上回転のボールをラ

ケット(裏・粒高)にあてて飛距離を測定した。 
（２）ラケットの角度をそれぞれ４５度、９０度、１１０度にしたとき、下回転のボールをラケ

ット(裏・粒高)にあてて飛距離を測定した。 
（３）回転の変化を見るためにサーブレシーブ(下回転・上回転)の様子をスローの動画で撮影し

観察・記録した。 
 
３.結果  

実験１の結果 
上回転の裏ラバーは、４５度は後ろに９０度と１１０度は前に飛んだが、９０度の方が飛距離

が長かった。上回転の粒高ラバーは、４５度は後ろに、９０度と１１０度は前に飛んだが１１

０度の方が飛距離が長かった。下回転は裏ラバーも粒高ラバーも４５度の飛距離が長く、１１

０度の飛距離が短かった。このことから、角度と回転の関係が深いことが分かった。 
実験２の結果 
裏ラバーではボールの回転を変化させないが、粒高ラバーはボールの回転を変化させることが

分かった。 
 
４.考察  

上回転の場合、裏ラバーは９０度より１１０度の方が回転を押さえることができるため、１１０

度の方が飛距離が短いと考えられる。また、粒高ラバーはボールをこすることで回転を変化させる

ことができるが、９０度の場合、ラケットにあたる時間短くボールが無回転に近づく。そのため、

上に高く上がり飛距離が短くなったと考えられる。 
下回転の場合、４５度の飛距離が長いのは、ラケットの角度がボールの回転にさからってないから

だと考えられる。逆に１１０度の飛距離が短いのは下から上に対して回っているボールに対してラ

ケットが上からかぶさっているためボールがそのまま落ちてしまったと考えられる。 
〈追究編〉 
粒高ラバーにボールをあてたとき、ボールの回転が変化することを方程式に基づいて考えた。ボー

ルとラバーの接触面積のちがい、摩擦係数(反作用・摩擦力)が関係していると考えた。 ※詳細は、

レポートをご覧ください。 
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佳作 
物理 

那覇市立那覇中学校 

喜納 徳子 

ころころころ girl のころがるひみつ 

 

１.目的  

家族や親戚とバーベキューをした時，1 人が「空き缶と中身が入った缶はどちらが速く転 

がるか」と聞いたけれど，みんなわからなかったので調べることにした。 

 

２.方法  

板を使って実際にいろいろな缶を転がした。 

その後，中身が見える透明な容器にいろいろなものを入れて転がし，その転がる様子を観 

察した。 

 

３.結果  

・空き缶と中身の入った缶では，中身の入った缶の方が速く転がる。 

・同じお茶でも凍らせると転がるのが遅くなる。 

・炭酸飲料は振ると，転がるのが遅くなる。 

・ブラックコーヒーと牛乳では牛乳の方が転がるのが遅くなる。 

・どの缶も坂の下の方にいくと転がるのが速くなる。 

 

４.考察  

実験結果より，以下のことが考えられる。 

・缶の転がる速さを決めるのは缶の長さや直径よりも，缶の中身である。 

・液体は缶と一緒に回転するように動くのではなく，缶の下の方を滑るように動くので， 

転がる速さが速い。 

・脂肪や泡，空気は転がる速さを遅くする。 

・固形＋空気の場合など，中で物がぶつかり合う時は転がる速さが遅くなる。 

・中身をもっと色々変えてやってみたい。 

・スーパーボール大 1 個と小 3 個はほぼ同じ重さ。3 個がぶつからないようにしたらもっ 

と速くなるかもしれないのでやってみたい。データを取って調べてみたい。 
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佳作 
化学 

国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校 

崎原 涼花 

赤ちゃんのうんちの色がおちるわけ 

 

１.目的  

１歳の妹が布おむつを使っていて、うんちをした後洗っても布おむつの汚れ（黄色っぽい色）は

消えません。でも、洗っても汚れは消えなかったのに、それを日光に当てるときれいに落ちること

に気づき不思議に思った。 

 うんちにはどのような物質が含まれていて、それが太陽の光とどのように関係しているのかを実験

を通して明らかにする。 

２.方法 

実験１：直射日光に当てた時と室内干しした時の布おむつの色の変化を比べた。 

実験２：ビリルビンを消したのは、太陽の光（可視光）、熱、紫外線のうちどれなのか調べた。光

（可視光） → ＬＥＤ電灯、熱 → ドライヤー、紫外線 → お家にあった紫外線を出して虫

を集める機械を利用（電撃殺虫器） 

３.結果  

実験１ 直射日光→布おむつについたうんちの黄色っぽい汚れが消えた。 

室内干し→布おむつについたうんちの黄色っぽい汚れは消えなかった。 

実験２ ＬＥＤ電灯→布おむつについたうんちの黄色っぽい汚れは消えなかった。 

ドライヤー→布おむつについたうんちの黄色っぽい汚れは消えなかった。 

電撃殺虫器→布おむつについたうんちの黄色っぽい汚れはうすく消えた。 

４.考察  

実験１：直射日光に当てたときは、黄色っぽい色が消えたけど、室内干しは消えなかった。この

ことから、赤ちゃんのうんちには太陽と反応する物質が含まれていると考えられる。調べてみると、

赤ちゃんのうんちにはビリルビンという物質が含まれていることが分かった。このビリルビンが太

陽の光（可視光）、熱、紫外線のうちどれと反応したのか分からないので、別の実験が必要である。 

実験２：布おむつを LED 電灯（光）に当てても、ビリルビンの色は消えなかった。このことから、

ビリルビンの色を消したのは光（可視光）、熱ではないと考えられる。電撃殺虫器に当てると、完

全に消えたわけではないけれど、布おむつのビリルビンの色が薄くなった。このことから、ビリル

ビンの色を消したのは紫外線だと考えられる。 

今回の実験で赤ちゃんのうんちの色の変化を観察した。調べ学習でうんちの中の成分の１つであ

るビリルビンが色の変化の原因であると知り実験を進めた。しかし、ビリルビンそのものを光、熱、

紫外線と反応させたわけではない。次回はビリルビンを用い対象実験なども行いたい。 
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佳作 
化学 

国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校 

佐久川 周也    與那嶺 樹 

辛さの研究 

 

１.目的  

辛さについて研究する為に形状の違う唐辛子を使い、実際に食べ比べをして体への刺激の変化を

調べる為に、血圧や、脈拍、体温、発汗、等を年代別に計測し、辛味成分のカプサイシンがどの形

状で体に強く反応するのか順位を決める。また、どの食品がその辛味成分や刺激を和らげる効果が

あるのか、同じように計測し調べる。 

２.方法  

年代別に６人の被験者で形状の違う唐辛子を 0.2ｇに分けて食べ、直前、直後、三分後、１０分

後毎に最高血圧、最低血圧、脈拍、体温を測り、刺激や痛みを五段階で評価した。正確に測る為に、

血圧計はつけたままにし、室内温度を２６度に設定した。（辛さの感覚をなくすために砂糖水を口

に含み、２０分間隔位で実験した）辛さを和らげる食品を調べる時は、唐辛子を食べやすくする為

に、小さじ 1 のタコスミートを混ぜ食べた後にそれぞれの食品 10ｇを食べて同じように計測した。 

３.結果  

同じ唐辛子でも形状の違いで血圧や、脈拍、発汗、刺激に変化があった。辛さは鷹の爪、コーレ

―グース、生唐辛子、湯に浸した唐辛子、糸きり、粉唐辛子の順になり、実験 2 の辛さを和らげ

る食品はミニトマト、チーズ、飲むヨーグルト、うずら豆、白湯、バジル、レタス、冷水の順で実

験 3 のトマトの種類別ではミニトマト、ホールトマト、中玉トマト、大玉トマト、イエローミニ

トマト、トマトジュースという結果になった。 

４.考察  

今回の実験で同じ唐辛子でも形状が違うことで辛さの強さが変わることがわかった。どの唐辛子

も血圧は一端上昇するが、１０分後には直前の血圧より下がることが多かった。唐辛子の辛味成分

であるカプサイシンには血圧を下げる作用があるのかもしれない。生の唐辛子よりも乾燥した唐辛

子の方が刺激も強くなり逆に糸きりの場合は刺激が弱まった。粉唐辛子は血圧の戻りが悪かった。

コーレ―グースは顔が赤くなり体温も高くなっていた。湯に浸した唐辛子は色がオレンジ色に変化

し柔らかくなり、最初は食べやすかったが徐々に辛味を感じるようになった。生の場合は種を取り

出す時に鼻や目に痛みを感じ、種の部分に辛味成分が多くあるのではないかと感じた。実験 2 で

はミニトマトが血圧の戻りも早く直前の測定より下がる結果になったことでもっとも効果がある

と思う。チーズや乳製品も舌の感覚が和らぎうずら豆はたんぱくで辛さがうすくなった。冷水より

白湯に効果がみられたのはカプサイシンが脂溶性で水に溶けにくい性質だからだろう。逆に冷水は

辛味が増し、強い味を抑えると思っていたレタスはバジルも効果がなかったのには驚いた。種類別

のトマトの実験でもミニトマトが１位になりミニトマトがカプサイシンに対して最も効果が高い

ことが分かった。 
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佳作 
化学 

宜野湾市立普天間中学校 

市場 優香 

デンプンを構成するアミロースの簡便な測定法の開発 
 
１.目的  

昨年の自由研究で、デンプンの種類によりヨウ素デンプン反応の色が微妙に異なるこ 
とに気付いた。調べてみるとこれはアミロース率を反映していると分かった。デンプンの性質の違

いに大きく影響するアミロース率を知ることは、未知のデンプンの性質を予想する有用な手段にな

ると考え、特別な機器や薬品を使わずにヨウ素デンプン反応の色調の差を用いてアミロース率を求

める方法の開発を目的に研究を行った。 
 
２.方法  

まずアミロース率が既知の市販デンプン 8 種を用い、ヨウ素デンプン反応の色調が簡 
単に比べられる方法を確立した。次にアミロース率の違う 6 段階の試料を作り、確立 
した方法で染色しヨウ素デンプン反応の色見本を作成した。アミロース率既知の試料 
を同様に染色し、色見本と比べてアミロース率を求め、それらが文献値と合うことを確認した。

最後にイモ類などからデンプンを取り出し、取り出したデンプンのアミロース率を確立した方法

で求めた。 
 
３.結果  

市販デンプン 8 種を①直接、②水に懸濁させ糊化、③水に懸濁させ、そこにヨウ素溶液 
加え(②③は段階的に)、呈色の様子を観察し、ヨウ素デンプン反応の色調の差を比べる最適条件を

決定した。アミロース率 0％～25％(6 段階)の試料を調製し、決定した最適条件で染色し色見本を

作成した。同条件で染色した市販デンプンの色調を、この色見本と比べることにより、アミロー

ス率を推定した。推定したアミロース率は、精製デンプンについては文献値とよく一致し、精製

デンプンについて、確立した「色見本と比較してアミロース率を求める」方法の確からしさを証

明することができた。最後に、ジャガイモ、ソテツ、甘藷、紅イモからデンプンを精製し、確立

した方法により、それらのアミロース率を求めることができた。 
 
４.考察  

ヨウ素デンプン反応の色調の差に着目し、アミロース率既知の試料の色見本を作り、そ 
れと色調を比べることでアミロース率を簡単に求める方法を確立することに成功した。加えるヨ

ウ素液の量等、定量性にも気を配ることで、信頼性の高い方法を確立することができた。 
アミロース率既知の試料を用い、確立した方法の精度を評価することもできた。但し、精 
製のデンプンについては、この方法では正しいアミロース率を求めることはできなかった。これ

は含まれているデンプン以外の成分が影響していると考えている。アミロース率知ることは、未

知のデンプンの食品への応用などに役立つと期待される。本法には特別な装置は必要なく、家庭

でも身近な植物からデンプンを精製し、そのアミロース率を知った上でそのデンプンに適した調

理法でユニークな食品を創作できる可能性がある。 
今回、純粋なアミロペクチンとアミロースが入手できず、アミロペクチンとして未精製デンプ

ンのもち粉、アミロース率 25%のデンプンとして精製デンプンの片栗粉を用いた。アミロペクチ

ンは購入でき、アミロースは熱水に溶けることを利用して精製が可能なので、今後、純粋なアミ

ロペクチンとアミロースを用いて、より正確な色見本作りに挑戦したい。みたい。 
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佳作 
生物 

宮古島市立平良中学校 

砂川 朝博 

植物の体のつくりとはたらき 
 
１.目的  

「植物の体のつくりとはたらき」の学習の中で、身近な植物にも、花びらの数やおしべの形態な

ど、様々な特徴があることを知り、とても興味深く、もっと詳しく知りたいと思い、次の①～⑤に

ついて研究を行った。 
①身近に見られる花を分解して花のつくりを調べる。②種子植物の根や葉について調べる。 
③被子植物の維管束のつくりについて調べる。   ④樹皮の観察をする。  
⑤植物の蒸散作用について調べる 

２.方法 次の①～⑦の方法を用いて研究を行った。 
①花を分解し観察する。     ②根や葉の標本を作成し観察する。 
③樹皮の写真を撮り観察する。  ④維管束を観察するために吸水実験を行う 
⑤葉脈標本を作製する      ⑥気孔の観察を行う（レプリカ法） 
⑦蒸散実験  
ア）「葉がある部分」と「葉のない部分」で比較する 
イ）午前、午後、夕方の蒸散量を比較する 

３.結果  
①花のつくりについて 
花の器官は植物の種類によって異なっていたが、共通するつくりとして、どの花もめしべの数

よりおしべの数が多かった。 
②種子植物の根や葉、幹のつくりについて 
単子葉類の葉脈は平行になっており、双子葉類の葉脈は網目状の葉脈だった。また裸子植物の

葉は細長いものが多かった。 
③被子植物の維管束のつくりについて 
双子葉類の維管束は輪状になっており、また、単子葉類の維管束は散らばっていた。 

④植物の蒸散作用について 
ア）気孔の分布は植物の種類によって異なっていた。 
イ）昼間の蒸散量が一番多かった。 
ウ）雨の降った後の蒸散量が多かった。 

４.考察 
①花のつくりについて 

  植物の花の器官のつくりは、植物によって異なっていたが、めしべの数よりおしべの数の方が多

いという共通点があった。 
②種子植物の根や葉、幹（樹皮）のつくりについて 
種子植物の器官のつくりは、植物によって様々な特徴があり、器官のつくりが同じものはほとん

どなかった。 
③被子植物の維管束のつくりについて 
茎の維管束のつくりは、双子葉類と単子葉類で異なっていた。 

④植物の蒸散作用について 
ア）気孔の分布は植物の種類によって異なっていた。 
イ）太陽が出ている時間帯に蒸散量が多いことから、光合成が行われると、蒸散も活発になるこ

とが考えられる。 
 
 

- 347 -



 
 

佳作 
生物 

沖縄市立山内中学校 

新垣 茉那佳 

アメリカハマグルマの研究  

～頭状花、訪花昆虫、ツル性の茎について～ 
 
１.目的  

１）虫媒花であるアメリカハマグルマの頭状花の大きさや色・つくりを調べる。また、頭状花を形成し

ている舌状花と管状花の個数を調べ比較する。 
２）頭状花にはどの種類の昆虫が何匹ぐらい来るかを調べ、優占種を明らかにする。また訪花昆虫の優

占種とその食草の分布とは関係があるかを調べる。 
３）アメリカハマグルマの頭状花はツル性の茎ではどこに咲いているかを調べ、また１株における分か

れた茎の数と頭状花の数は関係があるかを調べる。 
４）地上から頭状花までの高さは何㎝ぐらいあるかを調べ、ツル性の茎と関係があるかを考察し、どの

ように環境へ適応しているかを明らかにする。 
 
２.方法 

１）アメリカハマグルマの頭状花を採集し測定し、それを縦半分に切り舌状花と管状花をスケッチする。

舌状花と管状花を数え表にまとめ比較する。 
２) 近隣公園においてアメリカハマグルマが生えている群落に方形区４か所を設定し頭状花にくる訪

花昆虫の種類と個体数の調査を行う。また方形区の周辺に食草が分布しているかを調査する。 
３）調査表を作成し、それぞれ(15 株)の株から１つの頭状花を選んでどこに咲いているかを調べ調査表

に記録・スケッチする。 
４）方形区４か所で、地上から頭状花までの高さが長い 10 個を定規で測定する。また訪花昆虫に目立

つようにどのように適応しているのかを考察する。 
 
３.結果  

１)頭状花の直径の平均は 3.0 ㎝。舌状花の花弁は黄色、管状花は褐色である。 
舌状花の平均数 12.2 個、管状花の平均数 34.3 個で舌状花の約 3 倍である。  

２）調査期間で頭状花に来た訪花昆虫は 15 種類 169 匹。１日平均 21.1 匹。 
種類別では蝶類が最も多く優占種となり、方形区の周辺にはオオバコ、カタバミ、スミレの優占 3
種の蝶類の食草が分布している。 

３）頭状花は全て葉の上側から花柄を出して咲いている。ツルの数と頭状花の数は比例の関係にある。 
４）林に隣接している方形区(D)では頭状花の位置が最も高く、アメリカハマグルマの近くにセンダン

グサやススキなど背丈の高い植物が分布している。 
全体的に平地の方形区ではアメリカハマグルマは低く伸びて群生している。 

 
４.考察  

１）舌状花の花弁の黄色、管状花の褐色は訪花昆虫にとって目印となっている。管状花は種子を残す役

目があり舌状花より数が多くなったと考える。 
２）近隣公園では優占 3 種以外の蝶の種類や個体数が少なくなってきている。 

豊かな自然を守るために、優占種以外の蝶の食草を植え保護する必要がある。 
３）ツルの先に花が咲くと予想したが、頭状花は全て葉の上側から花柄を出し咲いていた。ツルの数と

頭状花の数は比例の関係にある。 
４）頭状花の高さと訪花昆虫の数は関係がなかった。 

平地の密集していない方形区での頭状花の高さは低く、背丈の高い植物が周囲にあり密集している

方形区での頭状花の高さは高くなっている。これは屈光性に関係することが本を調べ分かった。ツ

ル性の茎を持つアメリカハマグルマが見事に環境に適応して子孫を残していることが分かった。
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佳作 
生物 

南城市立大里中学校 

佐和田 大翔 

有孔虫の研究Ⅱ 

 

１.目的  

昨年からの継続研究で 10 種類の有孔虫と県内６ヶ所での分布を調べた。今年はさらに観察場所

を増やし有孔虫が「好む環境」や「殻の内部」について調べた。 

 

２.方法  

①沖縄県内 12 ヶ所の砂を採取し顕微鏡で観察しながら 22 種類に分類し数を数える。 

②水槽に海藻や岩、サンゴをおいた環境と何も置かない環境をつくり有孔虫（ゼニイシ） 

の動きを観察する。 

③生きた有孔虫（ゼニイシ）を数匹あつめ、酢の中に有孔虫を入れ観察する。 

 

３.結果  

【結果１】 

・星砂・太陽の砂・ゼニイシなどは、和名があるからほとんどの場所にいた。 

・北部と南部、西海岸と東海岸に有孔虫の種類や量に違いはなかった。 

・沖縄総合運動公園は砂が細かく、色も黒いので有孔虫はあまりいないと思ったが、種類 

と量が一番多かった。砂の白さと有孔虫の種類と量は比例しないことがわかった。 

・離島は量も少なく、形がキレイではなかった。 

【結果２】 

全く動かなかったゼニイシを死んでいると仮定した場合、生きているもののほとんどが海藻や岩、

サンゴのある方へ動いた。 

【結果３】 

アメーバ状の透明な物が出てきた。 

 

４.考察  

【考察１】北部と南部の有孔虫の量の差は少なかった。運動公園は色も黒く砂も細かく種類も多かっ

たが砂のキレイさと有孔虫の量や種類は比例しない。 

【考察２】海藻や岩肌などがある場所を好むことがわかった。次回は、海藻と岩肌でどちらを好むか

調べてみたい。 

【考察３】殻が溶けてでてきたものはアメーバ状の透明な液体が出てきた。 

     また、殻が溶けるときに気体が発生したので次回は気体の正体もつきとめたい。 
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佳作 
生物 

国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校 

仲地 愛華 

フルーツ酵母をつくろう 

 

１.目的  

パン屋さんでよく聞く天然酵母。酵母はどのような条件でつくることができるのか、身近にある、

手に入りやすい果物を使って、酵母を作ってみる。 

２.方法  

天然酵母の作成：３種の果物（りんご、ドライマンゴー、オレンジ）と砂糖と水をビンに入れ約

7 日間、室温 27～29 度の場所に置いた。 

天然酵母パンの発酵と温度の関係：作った天然酵母をパン生地に入れ、発酵しているときの様子を

観察した。 

酵母菌の確認：顕微鏡を使って、天然酵母菌を観察し、自分が作ったものが酵母菌かどうか文献等

を用いて調べた。 

３.結果  

りんご：酵母菌はできなかった。 

ドライマンゴー：酵母菌はできなかった 

オレンジ：酵母菌はできた。※できた菌を使った実験も行った。 

パンの発酵：酵母を生地に練り込み発酵させると膨らんだ。また、市販のパンとは違った特有の臭

いがした。 

酵母菌の確認：顕微鏡を用いオレンジでつくった菌を観察した。文献等で調べると天然酵母の菌の

外観や色と同じだった。 

４.考察  

実験（1）No.１のりんごから作った天然酵母の結果から酵母が発酵しすぎて、腐りかけたので

はと考えた。また、顕微鏡で酵母菌を観察できなかったことから、この天然酵母が出来なかったの

は発酵しすぎた他にも材料の分量違いや空気中のほこりやカビの胞子が入ってしまったからかも

しれない。No.2 のドライマンゴーから作った天然酵母にカビのような黒いものが発生したのは、

材料が原因だと思える。なぜならドライマンゴーには着色料や保存料などが入っていたからである。

No.3 のオレンジから作った天然酵母は７日間アルコールの臭いがつよく顕微鏡で観察しても文献

等で調べた天然酵母菌と同じように丸い形をしていたことから天然酵母はできていたといえる。そ

れは材料の分量が良く、温度や湿度が快適で、また空気中のカビの胞子などがあまり入らなかった

からだと思える。さらに、オレンジは砂糖を小さじ１入れ、りんごやドライマンゴーは大さじ２入

れた。酵母の発酵には糖質が必要となるが甘くなりすぎると活動が停止してしまう。したがって、

この砂糖の分量が酵母を生育するのに大きく関わっていると考えた。 

天然酵母を作ってみて材料や温度の調節など生き物を育てるのは簡単なことではないと実感した。

今後は、温度や湿度、材料などをきちんと管理し生き物を育てようと思う。 
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佳作 
生物 

名護市立名護中学校 

上間 柊人   河地 悟有   志喜屋 武琉 

両生類の形態変化を追え！Part3  

 

１.目的  

これらの研究を行う中で、種によって左右の前肢が生えてくる順に異なる傾向があることに気づ

いた。そこで、今年度は、幼生から成体へと変わっていく中で、特に前肢が生えてくる時期の変化

に焦点をおいて、研究することにした。具体的には、これまでの研究対象としている４種類につい

て、前肢が左右のいずれ側から生えてくるのか、また、そのときに内臓はどのように変化していく

のかについて腸の長さを測定することで調査した。 

 

２.方法  

特定の段階まで成長したオタマジャクシを固定し、観察した。また、各段階のオタマジャクシを

解剖し、腸の長さを測定した。 

 

３.結果  

①前肢の生え方についてリュウキュウカジカガエルは左から生えてくる傾向が強いヌマガエルと

シロアゴガエルは左から生えてくる傾向があるヒメアマガエルは左右のいずれから生えてくる

かに、一定の傾向がない 

②前肢が体外に出る以前の幼生では、腹腔の大部分を腸が占めているが、前肢が体外に出るころに

腸の内容物がなくなり、肝臓が大きくなったり、胃ができたりといった変化が始まる 

 

４.考察 

昨年の調査結果より、リュウキュウカジカガエルについて、「①左側の前肢は、皮膚下で十分に

発達した後、皮膚下で動いているうちに、肘から噴水孔を通って出てくるのではないか。②右側の

前肢については、変態ホルモンであるチロキシンの作用によって腹部の皮膚が変化することで出て

くるのではないか。」と考察した。今回の研究では、この考察を強く示唆する結果が得られたと考

える。 

また、腸の長さの変化が両方の前肢が生えた時期に起こっていることから、食性が変化する準備

であると考えられる。胃や肝臓が形成されたり発達したりするのも、食性の変化に対する準備と思

われる。幼生の時に食べていたものは、腐食されてすでにどろどろの状態であることから、胃が必

要ないのだと思う。しかし、成体になって昆虫を食べるようになると、消化は複雑となり、各消化

器官が発達してくるのだと思った。また、肝臓については、排泄機構が関連していると考えられる。

幼生は水中で生活しているので魚類と同じくアンモニアとして排出しているが、成体になると、水

辺や陸上で生活することから、尿素での排出となり、肝臓が発達してくるものと考えられる。 
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佳作 
生物 

石垣市立石垣中学校 

田渕 鈴夏 

名蔵アンパル干潟の生物と環境についての研究Ⅵ 

１.目的

キバウミニナ（Terebralia palustris）は、レッドリストに記載されるほど希少な生物である

が、本調査地において個体数は減少していない。従って、名蔵アンパルはキバウミニナにとって

生活しやすい環境であることが考えられる。本種の研究は他地域に生息するキバウミニナの個体

数減少を防ぐ手がかりとなると示唆されるため、名蔵アンパルにおいて本種の生態調査をするこ

とを目的とした。今回は、餌である葉を若葉ではなく枯葉を選択して食べていることに疑問をも

ち、若葉から出る白い液に着目して調査を行った。

２.方法

方法 1：シマシラキの若葉を刻んでペットボトルの中に入れ撹拌し、その液を塗った枯葉と塗

らない枯葉をバットにおいて集まるキバウミニナの個体数を確認した。

方法 2： 5ｍ×5ｍの枠を設置しその中に存在するキバウミニナの個体数を確認した。

方法 3：ヤエヤマヒルギの若葉と枯葉をいれたバットにキバウミニナを入れある程度放置した後、

キバウミニナの個体数を確認した。

３.結果

方法１では液を塗った枯葉、塗らなかった枯葉、どちらも食べていたため、この実験では嗜好

性は確認できなかった。そのため、後に記述する方法で追加実験を行った。方法２の結果ではオ

ヒルギ群落 A 地点で８６３個体、B 地点で９９０個体 C 地点で１２７２個体、ヤエヤマヒルギ

群落 D 地点で１１５３個体、E 地点で１３７５個体とヤエヤマヒルギの周辺にキバウミニナの

個体が多く確認された。方法３の結果ではヤエヤマヒルギの葉でも、シマシラキの葉と同様に、

枯葉を好んで食べる傾向が見られた。

４.考察

キバウミニナは、シマシラキとヤエヤマヒルギの枯葉を好んで食べたことから、キバウミニナ

の忌避物質は、若葉から出てくる白い液体ではないかと考えられ、その正体はラテックス成分と

いうことが明らかになった。また、ヤエヤマヒルギの周辺に個体数が多かったことから、ヤエヤ

マヒルギの周辺を好んで生息していることが考えられた。

このことから、名蔵アンパルに生息しているマングローブは、他の生物に捕食されないように、

ラテックス成分を生成して、自分が生きるための生存戦略を行っていると考えられた。また、名

蔵アンパルにおいて水の中にはミナミトビハゼやツムギハゼなどの魚類、干潟にはマングローブ

などの植物、キバウミニナやシレナシジミ、ミナミコメツキガニ、シオマネキなどの甲殻類、サ

ギやチドリなどの鳥類、多種多様な生物が生息している。それらの生き物一つ一つが、自分の役

割を果たすことで、名蔵アンパルの豊かな生態系を保っている。今回調査したキバウミニナは、

その一端を担っており、干潟生態系においては、大事な存在となっている。そのキバウミニナの

生態調査を継続することによって、名蔵アンパルの生態系を守っていきたいと考える。しかし、

また新しい疑問がたくさんでてきて、その中でもなんでヤエヤマヒルギの周辺に多く存在したの

かが気になったので、今後の課題としてヤエヤマヒルギの周辺に多くいる理由を調査していきた

い。
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佳作 
生物 

那覇市立那覇中学校 

田場 一平 

｢カメムシの駆除に挑戦」 

～身近にあるものを利用して～ 
 

１.目的                

シマトウガラシの枝に大量発生したカメムシを駆除する方法を調べる。 

トウガラシを口にしても大丈夫なように，食品を利用した駆除方法を調べる。 

 

２.方法  

(1)シマトウガラシに泡盛を噴霧し，集まってくるカメムシの数を調べる。 

(2)８品目の食品や調味料をそれぞれ噴霧し，集まってくるカメムシの数を調べる。 

(3)みりんの濃度を変えて，集まってくるカメムシの数を比べる。 

 

３.結果  

(1)泡盛を噴霧したシマトウガラシは，何もしないシマトウガラシと比べて，集まるカメ 

ムシの数が少ない。 

(2)みりん，酢，ゴマ油の 3 種類は集まるカメムシの数が少ない。 

(3)みりんを噴霧したシマトウガラシの枝には，24 時間を通してカメムシは 1 匹も集まら 

なかった。 

 

４.考察  

・カメムシはにおいの強い調味料にはあまり集まらない。 

・24 時間以内では，みりんの濃度を 50 パーセントに薄めてもカメムシの数に変化はい。 

・酢やシークヮーサーにはカメムシが集まらなかったことから，カメムシは酸性のものも 

苦手にしていると考えられる。 

・みりん噴霧後の駆除効果がいつまで有効なのか、長時間データを取って調べてみたい。 

  

- 353 -



 
 

佳作 
生物 

竹富町立西表中学校 

飯田 晋太郎      金城 悠太郎      古見 光     崎原 波流 

マルマボンサンをサギ類はねぐらにしているのか？ 

～祖納港にある離れ小島（丸盆山）を利用する鳥類調査～ 
 

１.目的 

マルマボンサン（丸盆山）とは祖納港にある離れ小島で，きれいな夕日がみれるスポットとして

も有名です。祖納伝統の舞踊曲に「マルマボンサン(丸盆山)」というのがあり，サギの帽子をかぶ

って踊る民踊です。歌詞としては「マルマボンサンをサギがねぐらとして利用しているよいところ」

みたいな内容の歌詞があります。 

 今回の自由研究はこの歌詞にあるとおり，マルマボンサンをサギが利用しているかを中学 2 年生 4

名で調べてみることにしました。 

２.方法  

①夕方「マルマボンサン前で」島に鳥が飛んでくるのを観察した。 

②夕方 学校周辺の水田にいるサギがどちらへ飛んでいくか手分けして追跡してみた。 

３.結果  

・４月，５月は学校周辺にいたサギ類は，マルマボンサンではなく，与那田川や大浜農園付近の

マングローブ林などへ移動し眠った。 

・6～8 月中旬にかけては，西表島ではアマサギ，コサギ，チュウサギなどはほとんど見られな

くなるが，クロサギがマルマボンサンを利用していた。これはねぐら利用ではなく，営巣，子

育てをしていたと考えられる。 

・ハシブトガラスが集団ねぐらの場所として，マルマボンサンを利用した。4 月は集まってこな

かったが，5 月 3 日に 60 羽，6 月 23 日に 94 羽，7 月 18 日に 121 羽，8 月 1 日に 68 羽，8

月 24 日に 145 羽を数えた。 

・8 月 3 日マルマボンサンに上陸し，エリグロアジサシの繁殖を確認することができた。威嚇し

てきた数から２ペアが営巣していた可能性あり。 

４.考察  

・マルマボンサンはカラスの集団ねぐらだった。地域の人がサギと間違えている可能性は低いと

思うので調査を続ける。 

・クロサギが 1 ペア営巣しているが，これが歌に詠まれていたとは思えない。 

・アマサギやコサギがねぐらとして利用している様子はなかったが，9 月になると多くのサギが

渡ってくるので，そのときの観察をがんばる。この調査はとりあえず１年間は継続していく必

要がある。 
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佳作 
地学 

那覇市立仲井真中学校 

新井 舞桜 

石垣島の岩石・鉱物とその特徴 Ｐart４ 

 

１.目的  

今回、今までの採石場所と新たな採石場所で採石をしてきたため、岩石・鉱物の特徴・ 

違いについて実験と観察を通して調べて分類し、来年度以降の研究の継続に生かすこ 

とをねらいとした。 

２.方法  

12 種類の岩石・鉱物について、 

Part1：表面の顕微鏡観察、へき開、蛍光灯・ブラックライトでの反応 

Part2：化学的性質（炎色反応、塩酸での反応） 物理的性質(硬度、条こん色、磁性) 

Part3：化学的性質（オキシドールでの反応）  物理的性質（比重測定、研磨後の観察） 

を調べ、それぞれの鉱石の特徴についてまとめた。 

今回、Part4 では新たに採石してきた 32 種類の岩石・鉱物について Part2 でも行った 

学的性質（塩酸での反応）を調べて観察し、分類した。 

３.結果  

①石垣島の岩石・鉱物は、石灰質のものが多い。 

②方解石、石灰岩、砂質石灰岩、琉球石灰岩は石灰質である。 

③緑色片岩、緑色千枚岩は石灰質ではなく、塩酸に対する反応もなかった。 

④砂岩は、反応するものと反応しないものがあった。 

⑤反応後の石灰水にはしばらく置くと沈殿がおきた。 

⑥星野鉱山には、堆積岩が多い。変成岩も少しあったが、火成岩はなかった。 

⑦南恩田鉱山には、堆積岩が多い。変成岩もあったが、火成岩はなかった。 

⑧観察中、大型有孔虫と思われる化石が含まれている岩石があった。 

４.考察  

石垣島の岩石・鉱物は石灰質のものが多いことから、化学的性質（塩酸での反応）実験結 

果について採石した多くの岩石・鉱物は塩酸に対して反応すると考えていた。実験結果は採石してき

た 32 種類のうち、21 種類が塩酸に反応したことから石灰質であるという結果になり、実験前の自分

の予想に近いものだった。さらに、実験結果から、石灰岩や方解石が含まれている岩石・鉱物は石灰

質であると考えられる。また、その結果をもとに様々な書物で調べたり、専門家の方々に教えていた

だいたりして、採石した石を分類することができた。また、実験を通して慣れてくると、岩石の特徴

が分かってきて、少しながらも岩石を自分で見分けられるようになったことは大きな喜びであった。 

 これまで研究を継続して行ってきた中で自分が感じた疑問等については、今後の研究課題として、 

さらに深く考え、新たな実験を行っていきながら少しずつ解消していきたいと思う。 
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佳作 
地学 

沖縄市立美里中学校 

大城 音弥 

地盤の液状化現象と対策についての研究Ⅰ 
 
１.目的  
①液状化の実験により、その仕組みを知る 
②地面の種類により、液状化の条件の違いを調べる 
③液状化による建物への影響を比較する 
④液状化による配管等への影響を調べる 
⑤縦揺れ、横揺れでの影響も調べる 

 
２.方法  
①砂・土・小石等で、小さな地盤を作り、注ぐ水の量を変え液状化がおこる様    

子を観察する。 
②木片、１０円玉、タイル等で建物に見立て、 
地震となる衝撃を与え液状化が起きる回数などを調べる。 

③埋設された物の様子を観察するため電池、筒状抵抗、 
ガラス管等を埋め衝撃を与えた様子を調査する。 

④砂、土における液状化対策について、身近な材料で、実験する。 
. 
結果  
①砂に水を含ませて振動を与えると、砂全体が液体のようになる液状化現象が起こる事が分かった。 
②小石では、水を含ませて振動を与えても液状化現象は起こらないことが理解できた。 
③水を多く含んだ砂ほど、液状化現象が起こりやすくなった。 
④液状化現象が起こると、石のように重いものは砂の中に沈みやすく、木のように軽いもは沈みに 
くくなった。 

⑤砂と小石を組み合わせることで地盤が改良され、液状化現象が起こりにくくなった。土と小石の

組み合わせも同様の結果となった。 
 
４.考察  
実験結果から、液状化が発生するためには次のような条件があるのではないかと考える。  

  ア：地盤が粒の小さい砂地盤であること 
  イ：地下水等の水の量が多いこと。 
  ウ：地震などの震動が加わること。 
 液状化による土地や建物の被害は次の３つである。 
  ア：家やビルが傾いたり、地中に沈み込んだりすること。 
  イ：軽い建物が浮き上がり、重量物は沈んでしまうこと。 
  ウ：地下に埋めてある水道管、ガス管などが損傷を受けること。 
 これらの液状化を防ぐための対策は、次のようなことが考えられる。 
  ア：液状化の原因となる水を抜くための工夫が必要。 
  イ：地中に液状化の起こりにくい材料を混ぜて地盤を改良すること。 

今回の実験では、縦・横揺れ装置が、垂直衝撃と同様の力を加えることができなか 
った。改良に取り組みたい。 
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佳作 
地学 

国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校 

濱田 かさね 

湧き水から考える沖縄の大地のつくり 

 

１.目的  

沖縄の水道水の蛇口に、白い固体が付着しているのを良く見かける。この白い固体の正体は、水

道水に含まれるマグネシウムやカルシウムが結晶化したもので、沖縄の水にはこれらが多く含まれ

ている。その結果、沖縄の水の硬度は高いと言われている。そこで、沖縄本島各地の湧き水の硬度

を測定し、得られた値から、湧き水と地質の関係について調べてみた。 

２.方法  

実験Ⅰ 白い固体の正体を知るために、硬度の異なる４種類の水をプラスチックコップに入れ、

蒸発させ、コップの中に付着した固形物の量と硬度の関係を調べた。 

実験Ⅱ 沖縄県各地の湧き水を採取し、硬度を測定し、硬度と地質の関係について調べた。硬度

の測定には、パックテストを用いた。 

実験Ⅲ 精製水の中に琉球石灰岩をひたし、ひたした時間と硬度の関係について調べた。 

３.結果  

実験Ⅰ 水が蒸発するとコップの底に白い結晶ができた。結晶の量は硬度が高いほど多くなり、

その量は硬度に関係していることが分かった。 

実験Ⅱ 硬度は採取場所の地質と関係していることがわかった。島尻マージ、ジャーガル、沖積

土壌で採取された水の硬度が 150 mg/l 以上であった。一方で、国頭マージでは 15 mg/l

の低い値が得られた。 

実験Ⅲ 精製水に琉球石灰岩をひたした時間と硬度は、ほぼ比例関係になることがわかった。 

４.考察  

実験Ⅰより、硬度が高いほど、結晶の量が多いことがわかった。硬度は、カルシウムとマグネシ

ウムの量を表すので、付着した結晶の正体は、カルシウムかマグネシウムと考えられる。実験Ⅱで

は、沖縄本島の湧き水の硬度と地質の関係について調べたところ、特に、琉球石灰岩が分布する南

部地域（島尻マージ、ジャーガル）での湧き水の硬度が高くなっていた。島尻マージは主に琉球石

灰岩の風化物で出来ている。石灰岩には、炭酸カルシウムが含まれており、カルシウムが水に溶け

だすことで、硬度が高くなったと考えられる。実験Ⅲでは、実験Ⅱの結果から、精製水に琉球石灰

岩をひたし、水の硬度の変化を調べた。硬度が島尻マージの湧き水と同じ値（150 mg/l）になるま

で約４～５日間かかった。この実験から、雨水はすぐに湧き水になって出てくるのではなく、琉球

石灰岩の間を数日間かけて徐々に硬度を上げながら、湧き出ると考えられる。沖縄にある豆腐店や

酒造所と、湧き水の場所を比べると、ほぼ同じ位置にあった。沖縄には河川が少ない。水道水がな

かった時代、豆腐や酒の製造には、湧き水が重要な役割をしていたと考えられる。沖縄の湧き水は、

当時の人々の生活はもちろん産業にも多大な影響をもたらしてきたのであろう。 
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佳作 
物理 

沖縄県立石川高等学校 

渡邊 和輝    石川 裕人   比嘉 静空 

電波で GO！！ 無電源ラジオでわかること 

 

１.目的   

普段は何気に聞いているラジオでも、周囲にある建物などに影響され、聞き取りやすい場所、ま

た聞き取りにくい場所があることに興味を持った。これより、ラジオの電波について注目した。 

そこで、校内でラジオの電波の拾いやすい場所また、電波を拾いにくい場所を調べれば、災害時な

どに役に立つのではないか、また電波の特性も知ることができると思い研究を始めた。 

 

２.方法   

無電源で動作するゲルマニウムラジオを製作し、校内でのラジオの受信状況を調べれば、石川高

校の電界強度の強度マップを作ることができ、災害時に役立つ上に、電波の特性も知ることが出来

るのではないか。  

※電界強度・・・受信場所における電波の強さのこと 

 

３.結果  

①石川高校における AM（ROK のみ）の電界強度マップを作ることができた。 

②石川高校の校内でも、良く聞こえる場所また、アンテナの向きがあることが分かった。それ以

外にも障害物などにより、急に聞こえなくなる場所などがあった。 

③傘アンテナの向きが東南東向きにすると、よく聞こえる向きがあり指向性があることが分かる。 

④高い場所がよく聞こえると予想したがコンクリートの壁などの障害物などがあり、高さによる

電波の違いを測定出来る場所がなかった。 

 

４.考察  

①電波塔との位置関係について 

②傘の向きについて 

③デットスポットについて（ラジオが急に聞こえなくなる場所） 

④傘アンテナの向きが急に変わるスポットについて 

⑤時間帯における電界強度の変化について 
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佳作 
化学 

昭和薬科大学附属高等学校 

比嘉 百   平良 瞭典    與久田 光咲    渡久地 政泉 

花酵母の探索Ⅲ  

～アルコール発酵能の測定～ 
 
１.目的 

私達は、泡盛醸造に適した酵母サッカロマイセス・セレビシエを単離するため、スクリーニング

法とエタノール定量法の工夫について 2 年半取り組んできた。従来主流の泡盛 101 号酵母と異な

る酵母を用いることで、既存の泡盛には出せなかった個性のある香りや風味をつけ、泡盛の酒質の

多様化に寄与することを目標とする。本研究では、野生の花から酵母を単離し、アルコール発酵試

験を行い、泡盛醸造用新規酵母の探索と得られた酵母のエタノール発酵能(発酵速度・ 終濃度)を
検討することを目的とした。 

 
２.方法  

研究 1 酵母の単離と同定： 野生酵母にスクリーニング(TTC 染色試験、顕微鏡観察、アルコ

ール発酵試験)を行い、選抜された候補株の種を特定した。 
研究２ 候補株と 101 号酵母のアルコール発酵能の比較： 

発酵試験として温度条件(30 ℃、35 ℃、 40 ℃)を設定し、12 時間後まで 3 時間毎、

24 時間後、48 時間後のエタノール濃度の測定を行った。 
研究３ 候補株と 101 号酵母の香気成分分析の比較：  

候補株と 101号酵母を用いた泡盛作成を依頼し、蒸留後のエタノール濃度を測定した。

泡盛の香気成分分析としてスタティックヘッドスペースガスクロマトグラフ分析を依

頼した。 
 

３.結果 
研究１ 335 株の菌株を単離・同定した結果リュウキュウボタンヅルからサッカロマイセス・セ

レビシエを１株単離した(J 株)。6 日後のエタノール濃度(分光器)は、Ａ(101 号酵母)は
6.5%、J(候補株)は 5.8%であった。 

研究２ 24 時間までの 3 時間毎の測定において、Ａは温度条件によって発酵速度に大きな差は

なかった。J 株はＡと比較してエタノール濃度の上昇速度が速かった。また 40 ℃では

Ａは発酵しなかったが、J 株は緩やかに発酵が進行し、 終濃度は 5%以上であった。J
株は 30 ℃、35 ℃において 終のエタノール濃度は 5%以上の高い濃度であった。 

研究３ 候補株 J とＡを用いて泡盛作成を依頼し、蒸留後のエタノール濃度は 42%～43%と同

濃度であった。蒸留後のにおいは、J 株はＡに比べてにおいが軽かったのでフーゼル油

が少ないと推測した。ガストロマトグラフ分析結果において、泡盛の主成分であるイソ

ブチルアルコールとイソアミルアルコールは、J 株はＡに比べ少なかった。 
 

４.考察  
研究２より、候補株 J の 40 ℃では、35 ℃のＡに比べて発酵の立ち上がりは遅いが、 終濃度

が 5 %以上になることより、候補株 J は高温耐性をもつ酵母であることがわかった。  
研究３より、候補株のアルコール発酵能において、候補株は 101 号酵母に比べて発酵速度が速く、

高温耐性も有する(研究２)が、蒸留後の濃度は 101 号酵母と同程度であったことから、候補株は発

酵速度が速く、101 号酵母は候補株よりは緩やかな発酵を遂げる特徴がある。これより、候補株を

用いて泡盛醸造する際に、発酵速度の速さは水やエネルギーの削減となり、高温耐性は発酵槽の冷

却コストを減らすことも期待される。泡盛蒸留後に嗅いだにおいとガスクロマトグラフ分析の結果

から、候補株 J は 101 号酵母とは異なる香りを持つので、酒質の多様化につながると考える。 
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佳作 
生物 

沖縄県立八重山高等学校 

屋比久 大翔    東 好希     翁長 尚希   赤嶺 萌百伽 

大堀 結丸    西原 亜矢   波照間 優弥  高嶺 萌里 

アンパル水系における魚類と甲殻類の生息状況 
 
１.目的  

八重高生物部は、一昨年から名蔵アンパルを対象に調査を行っており、昨年アンパルの 1 地点

に絞り魚類調査を行った結果、魚類の生活パターンを 8 パターンに分類することができた。しか

し、アンパルを取り巻く環境を各生物種がどのように利用するのか包括的に分析することは困難で

あることから、今年はアンパルの河口から名蔵川上流までの合計 10 地点で調査を行い、流程に伴

う環境と分布について調べることを目的に調査を実施した。また、ダムの影響についても調査対象

とした。 
 

２.方法  
野外調査は天候などに配慮し、日中時に行った。また、採集地点では気温や水温、流速などの環

境データを記録した。生物の採集は場所によりたも網、さで網、小型定置網、カニ籠、ウナギ籠を

用いた。カニ籠、定置網、ウナギ籠に関しては調査の初日に設置して翌日回収した。また、内視鏡

や 360°カメラを用いて水中の様子も撮影した。生物の採集後は、生物種を同定して形態計測を実

施した。 
 

３.結果  
河口から上流までの全範囲に分布している魚類、甲殻類は存在しなかった。観察できた魚類、甲

殻類のうち淡水性の在来種はギンブナとタウナギとミネイサワガニだけで、残りの種は全て通し回

遊性であった。河川形態が Aa 型（上流型）であり、名蔵ダムの上流に位置するブネラ川の L 地点

と白水川の J 地点とを比べると、観察できた在来種が L 地点はシマヨシノボリとミネイサワガニ

のみであったのに対し、J 地点にボウズハゼ類、オオグチユゴイと多数の甲殻類在来種が見られた。

また、 L 地点にはグッピーやティラピアやアメリカザリガニを確認することができたのに対し、J
地点では外来種が確認できなかった。 

 
４.考察  

魚類の生活様式を比較するために、今回の結果を河川形態ごとに三重県安濃川の魚類相と比較し

てみた結果、名蔵川の方が通し回遊魚の割合が高くなることが判明した。甲殻類についても、ミネ

イサワガニ以外は通し回遊性であった。このことから、名蔵川周辺に生息する魚類や甲殻類にとっ

て、海と川を行き来できる環境が重要であることは明らかである。今回の調査で J 地点と L 地点

を比べると、L 地点でボウズハゼ類は確認できず、シマヨシノボリの個体数が増加した。シマヨシ

ノボリは、先行研究から湖沼陸封化されることが知られているので、名蔵ダムを海の代わりとした

湖沼陸封化が起こり、この地点での生活史を成立させた結果、個体数が増加したと考えた。一方、

甲殻類のミネイサワガニも L 地点で多数確認できた。L 地点で捕食者となりうるオオグチユゴイ

やコンジンテナガエビが確認できなかったことから、ダムの存在により捕食者の遡上が阻まれた結

果、ミネイサワガニの数が増加したと考えた。このように、ダムにより止水環境に適応した魚種な

どが繁殖し、一見豊かな生態系に見えても、実際はダムの存在（有無）が大きく生態系を変化させ

ていることが分かった。
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佳作 
生物 

沖縄県立八重山高等学校 

渡久山 碧 

名蔵・バンナ岳周辺におけるロードキル調査 

 
１.目的   

石垣島の道路上では多くの動物の轢死体が確認されている。これらの轢死体は、その動物を餌と

するカンムリワシなどの交通事故を誘発する一因とも言われている。今回の調査では、道路の轢死

体を確認するとともに、カンムリワシをはじめとする周辺生物を観察し、どのように彼らが道路上

へと誘発されるのか、交通事故に遭う原因と対策を考察していくことにした。 
 
２.方法 

週一回、日の出約３０分前から一定のルートを低速で走行する自動車に同乗し、車道沿いから目

視で確認できる動物を記録する。ルート上の道路を利用する動物、轢死体の確認・記録を行った。

車道で目視した動物や轢死体は可能な限りカメラで撮影し、種を同定した。種の同定不可能と判断

した個体は、科や目の単位で記録した。時間に余裕がある場合は約一時間後にルートをもう一周し、

一週目で確認できた轢死体の有無を記録した。 
 
３.結果   

今回の調査で轢死体は各月で平均 46.6 個体確認され、一日当たりの平均確認個体数は 15.6 個体

であった。殆どの調査月では生存個体数が轢死体数よりも多く確認できたが、追加調査 5 月では

轢死体数が生存個体数を上回っていた。 
 また、確認できた轢死体のうち、 も多く確認できたのは両生類のオオヒキガエルで 199 個体だ

った。轢死体の持ち去り率は両生類を除くすべての種で何れかの月で 100％を記録した。 
 カンムリワシとカラスの行動も観察してグラフ等にまとめた。調査期間中にカンムリワシやカラス

が轢死体を採食している様子も観察する事が出来た。 
 
４.考察   

今回の調査では、路上の轢死体がカンムリワシやカラスなどの捕食動物を路上へと誘発する一因

であることがわかった。 
も多く轢死体として確認できたのは、オオヒキガエルであった。轢死体の持ち去り率が高い値を

示したことからオオヒキガエルの交通事故を減らすことが、カンムリワシやカラスなどの捕食動物

の二次被害も減らせるのではないだろうか 
 道路周辺で見かける動物の交通事故を減らすには、道路と彼らの生息地の分断や、ドライバーへの

啓蒙、道路の植栽管理を行うことが大切だと思う。 
  私たちがまずはしっかりと島の野生生物に対して興味関心を持つこと、野生生物が私たちの生活

に身近な存在であるということを周囲へ知らせ、私たちもその野生生物のうちの一部であるという

意識を持つことが大切であると思う。 
路上で轢死体を見つけたときには、速やかに撤去することが轢死体による二次被害を防ぐ方法で私

たちが取り組めるものである。轢死体が路上に無ければそれを採食するために捕食動物が路上へと

降りてくることもなくなると考えた。 
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佳作 
生物 

沖縄県立名護高等学校 

北村 育海 

沖縄島西屋部川におけるネッタイテナガエビの 

モニタリング調査と移入河川の選定 
 
１.目的  

昨年度までの研究で、工事中の西屋部川で希少種の両側回遊生物であるネッタイテナガエビの生

息を確認でき、汽水域を含まない下流の瀬に集中分布することがわかった。また、抱卵メスが 3～
11 月まで長期間にわたり確認できた。本研究では、①継続調査（モニタリング調査）により工事

の影響を調べた。また、②抱卵メスを飼育して 1 回の抱卵期間と年間の抱卵回数を調べた。さら

に、③実験区を設けて、生息環境の保全対策を実施した。④本種の保全対策としてミティゲーショ

ン（今回の場合は、影響の軽減・除去のための一時的移動）を実施するために、名護市内の数河川

でネッタイテナガエビの生息状況を調査し、移入河川の選定を試みた。 
 
２.方法  

2012 年 10 月～2013 年 9 月、2014 年 7 月～2016 年 8 月に調査を実施した。水質調査として水

温、pH、EC、DO、濁度、パックテスト 6 項目を実施した。生物調査は、①分布調査（タモ網に

よる採集。採集場所では流速と水深を測定）。②体サイズ（体長と頭胸甲長）の測定。③飼育によ

るネッタイテナガエビの抱卵状況。④生息環境の保全対策実験（ラバー堰直下の河床ブロック周辺

で、人為的に砂利や砂を投入し、ネッタイテナガエビの生息回復状況を調査）。⑤移入河川の選定

（幸地川、世富慶川、数久田川、羽地大川、源河川でネッタイテナガエビの生息状況を調査。）を

実施した。 
 
３.結果 

西屋部川の水温は 19.5～25.3℃の範囲内であり、年間の平均水温は 22.5℃であった。抱卵メス

は 3～12 月まで確認できた。2016 年 6～8 月では、体長 30mm 未満の個体が確認できなかった。

2015 年 3 月～2016 年 1 月までの飼育条件下において、2 回産卵したメスがいる。生息場所創出実

験では、砂利と石を投入した 1 ヶ月後から個体数が回復してきたが、下流を重機で掘削されると、

再び確認できなくなった。名護市内の 5 河川（幸地川、世富慶川、数久田川、羽地大川、源河川）

でネッタイテナガエビの生息状況を調査したところ、幸地川では、14 個体確認できたが、その他

の河川では確認できなかった。 
 
４.考察  

(1)台風などの集中豪雨により、河床が流されると、本種の生息環境は激減する。 
(2)西屋部川の冬期でも 19℃以上ある水温が抱卵メスの出現期間を長くしている。 
(3)抱卵メスの体長が 25～70mm と広範囲であるため、複数年にわたって産卵・成長していると

考えられる。 
(4)飼育結果より、1 回の抱卵期間は 2 週間以上と考えられる。 
(5)飼育結果より、成熟メスは年 2 回以上産卵する。 
(6)継続調査の結果、本種の確認個体数は減少傾向にあり、St.1（西屋部橋）周辺の工事によっ

て本種の移動分断が起こり始めている可能性がある。 
(7)小規模かつ局所的な掘削によっても本種の生息環境は影響を受ける。 
(8)保全対策実験より、水深の浅い瀬の河床に砂利や石を投入することにより、本種の生息環境

をある程度創出することが出来る。 
(9)本種の集中分布域に河川工事が実施されると、本種は全滅する可能性がある。 
(10)本種の移入河川としては、幸地川が 適である。 
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佳作 
生物 

沖縄県立北部農林高等学校 

仲宗根 和哉   中野 陽葉   金城 昌英  

東江 涼夏   玄番 雛 

ウデナガカクレダコの飼育と学習実験 
 
１.目的  

タコ類はヒトに酷似したレンズ眼を有し、発達した巨大脳を持つ極めてユニークな生物である。

そのため古くから迷路実験や観察学習実験、弁別実験などの学習実験に用いられてきた。しかし、

その実験のほとんどが温帯域に生息するマダコで行われてきた。そこで私達は身近な海に生息する

熱帯性タコ類であるウデナガカクレダコを用いて以下の 2 項目の実施を試みた。 
①飼育環境の探索：モデル動物として適応するためにタコ類の飼育環境の検討を行った。 
②学習能力の検証：ウデナガカクレダコの学習能力の検証を行った。 

 
２.方法  

名護市や宜野湾市の海岸より採集した合計 11 個体のウデナガカクレダコを、自作したオーバー 
フロー式連結水槽にて飼育した。11 個体を個別に、昼夜逆転の照明管理を行う水槽装置と照明管

理を行わない水槽装置を設定し、その水槽装置にサンゴ片の入った水槽とベアタンクの水槽を 2
個づつ用意し、環境の異なる水槽を合計 8 個設置した。以下の学習実験は飼育実験と並行して行

った。古典的学習実験では、8 個体のウデ   ナガカクレダコを対象に、3 分間ボール模型を提

示しそれに触れた場合は成功としてエサを与えた。3 分間でボール模型に触れない場合はえさをあ

たえなかった。5 日間ごとの単位期間を設定した。前述の実験の発展として弁別学習実験を 6 個体

を対象に行った。実験の準備として 5 日間十字模型を提示し触れてもエサを与えず、その後ボー

ル模型を提示し触れた場合はエサを与えた。準備期間後にボール模型と十字模型を同時に提示し、

ボール模型に触れた場合はエサを与えた。 
 
３.結果  

今回の飼育実験では、 長 179 日の飼育が可能であった。抱卵、孵化も可能であった。古典的

学習実験での照明管理を行わない水槽装置よりも照明管理を行った水槽装置の方が学習が早く成

立する傾向があった。また、サンゴ片入り水槽よりもベアタンクの飼育個体の学習が早く成立する

傾向があった。弁別学習実験では学習実験の成功率が 100％の期間が全個体で見られた。小型個体

と大型個体では、模型に対して異なった反応を示す結果が得られた。 
 
４.考察 

飼育実験では昨年度は 長 86 日の飼育期間であったが、今年度の実験では 長 179 日と飼育期

間を大幅に更新することができた。しかし、水槽から脱走が 8 個体と多く、脱走防止装置の改善

が必要である。学習実験ではウデナガカクレダコはボールと十字の形状を見分ける弁別能を有する

ことが判明した。また、飼育環境によって実験結果が異なることから、環境が学習に影響を与えて

いることが考えられた。 
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佳作 
生物 

沖縄県立向陽高等学校 

青栁 楽 

イソヒヨドリの研究３ 
 ～縄張りの内訳による縄張り保持率および縄張り移動のパターン比較～ 

 

１.目的  

1.繁殖期と非繁殖期での各個体の縄張り移動について調べる 

2.昨年発見したイソヒヨドリの縄張り移動のパターンについて詳しく調べ、原因を解明する。 

3.縄張りの内訳による、縄張り保持率の変化を調べる 

4.繁殖後のヒナの生活場所について調べる。 

２.方法  

南城市玉城の畑地及びその周辺 12ha を、主に足環を着けた個体識別とルートセンサスによる観

察を 2 年半継続し、記録した。また、観察地点の環境(縄張りの内訳)を砂糖きび畑、その他の畑、

林、岩場、コンクリート、道路と区分し、縄張りの保持率を比較してみた。  

３.結果  

①繁殖期と非繁殖期では、繁殖期に縄張りが広がり、非繁殖期に縄張りが狭まるわけではない。 

②すべてのイソヒヨドリは一定の場所に縄張りを持つ定住型と縄張りを変える漂泊型の２種類に

わけられる。 

③漂泊型は、さらに能動的漂泊型と受動的漂泊型にわけられる。 

④サトウキビ畑は重要な餌場であり、縄張りを維持していく上で大切な場所である。 

⑤林及びその他の畑はサトウキビ畑よりは餌供給は少ないが、餌採集地として縄張りを保持する価

値がある。 

⑥建物があったほうが縄張りを長く維持した。 

⑦道路があると縄張りを長く維持するのは困難である 

⑧休遊地はないほうが縄張りを長く維持した。 

４.考察  

①昨年の観察では繁殖期に、雄の縄張りに雌が入るケースを考えたが今年のデータと合わせると、

個体の強弱で定住する個体に弱い個体が入ることが分かり雌雄差でないことがわかった。 

②定住型は、縄張りを長く保持できる強い個体で、漂泊型は弱い個体であり定住型のいない場所で

縄張りが変動する。さらに漂泊型について詳しく分類すると、意思的な移動をする能動的漂泊型

と、不可抗力で移動しなければいけない受動的漂泊型がいると考えられる。 

③この地域での主な餌はバッタ・昆虫類・木の実であり、その採餌のしやすい、サトウキビ畑>林

＞その他畑＞休游地で縄張りの保持率が高くなると考えた。 

④建物は繁殖地(営巣)で外敵に狙われにくく、人間の近くで営巣するため縄張り保持率が上がると

考えた。 
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佳作 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

新垣 夏実     金城 実希 

周年繁殖するオキナワヒゲナガカワトビケラは 

年３世代以上を繰り返す 
 
１.目的   

水生昆虫の生活史は、水温の影響を受けると言われている。昨年度の調査において、田嘉里川に

おけるオキナワヒゲナガカワトビケラは周年繁殖することを明示した。また、野外水温からの発育

零点および有効積算温度の算出により年間世代数を推定したが、飼育条件下では失敗が続き、算出

できていない。そこで、本研究では、卵塊と成虫を継続調査し、かつ、室内飼育により成虫の性比

や生存期間の継続調査、さらに、卵塊からの飼育による 1 世代期間を調査し、周年繁殖すること

が確定した本種の年間世代数を野外水温だけではなく、飼育条件下からも推定することに挑戦した。 
 
２.方法   

卵塊の調査は、2014 年 10 月から 2016 年 12 月まで毎月実施した。成虫の調査（灯火採集）は、

2013 年 4 月から 2016 年 8 月まで毎月実施した。また、これまで雌成虫は、雄成虫とくらべて個

体数が少なかったため、灯火採集意外にもスラムトラップによる調査も実施した。スラムトラップ

は中流と上流の 2 地点で、川沿いの陸上に設置した。2015 年 7 月から 2016 年 12 月まで毎月 2
回実施した。成虫は、前翅長、体長、湿重量を測定した。任意採集した幼虫を飼育・羽化させ、成

虫の性比と生存期間を調べた。さらに、野外から卵塊を採集・飼育し、1 世代期間の推定に挑戦し

た。 
 
３.結果   

田嘉里川の水温は 12.8～29.4℃、平均 21.7℃であった。年間を通して、卵塊、各齢幼虫、前蛹・

蛹、成虫が確認できた。成虫は常にオスが多く採集されたが、飼育条件下における羽化数の性比は

ほぼ 1:1 であった。しかし、スラムトラップでは本種の成虫はほとんど採集できなかった。羽化成

虫の平均生存期間は、比較的室温の高い 3～12 月では雄雌ともに約 10 日間であった。しかし、室

温の低い 1～2 月では、オスが 18.57 日、メスが 12.88 日であり、室温が低くなると生存期間が長

くなる傾向が見られた。採集した卵塊を水槽で孵化・飼育したところ、2016 年 10 月に開始した

卵塊飼育のものから 11 月末に 1 個体羽化、さらに 12 月末に 1 個体羽化が確認できた。この飼育

結果と昨年度の飼育結果をそれぞれ集計・解析した結果、年間３世代上、かつ、４世代の可能性も

十分考えられることが分かった。 
 
４.考察   

約 4 年間にわたる野外調査と室内飼育の結果から、本種は周年繁殖するが、世代は年 3 世代は

確実に存在し、かつ、年 4 世代の可能性も十分考えられることが分かった。成虫個体数と卵塊数

の状況から、年間の個体数のピークが 3 回以上存在することが分かった。成虫個体数と卵塊数の

出現状況から、おそらく、2～6 月、6 月～9 月、9 月～2 月の 低 3 回は世代が回転しており、か

つ、成長の速い個体のグループは 4 回世代が回転している可能性が高い。雌成虫が常に雄成虫と

比べて採集個体数が少ないことから、テント式のスラムトラップによる採集を試みたが、ほとんど

採集できなかった。 
このことから、本種成虫は水際の植生からあまり離れて休むことがないと考えられる。今後は、

川を横断するように設置するマレーズトラップによる調査等を検討したい。 
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佳作 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

平良 恒稀  稲福 倭子  嘉那原 太一  長谷川 瑶碧  宮城 あゆみ  安富祖 奨真 

石川 琉人  上里 幸穂  内間 和志  大城 真衣  狩俣 優太  儀間 ジノ 

島袋 晃輔  田場 勇輝  知花 未来  知花 凌也  照屋 碧  友寄 駿  仲間 陸 

名幸 歩武   前川 沙也奈   宮里 朝妃   山川 裕己   山崎 隆樹 

辺土名高校周辺の河川調査 Vol.11 

～水生生物と水質による環境評価～ 

１.目的  
辺土名高校は『やんばる』の森や海に囲まれ、自然豊かな場所に位置している。辺土名高校には環境

科があり、環境測定や部活動の時間で河川調査を行っている。本調査では地元やんばるの山間部を流れ

る河川環境の変化のモニタリング（経時変化）を目的としており、河川調査は化学的水質調査と指標生

物を用いた水質調査を行っている。今回は大宜味村内の２つの河川と国頭村の１つの河川を調査し考察

を行った。特に近年は饒波川について、その変化を考えてみた。 
２.方法  

調査河川は大宜味村田嘉里川、饒波川、国頭村奥間川の各河川１～２ヶ所 
（１）河川の化学的水質調査項目 

     ①水温・気温、②溶存酸素、③電気伝導度、④ｐＨ、⑤ＣＯＤ濃度、⑥アンモニウムイオン濃

度、⑦亜硝酸イオン濃度、⑧硝酸イオン濃度、⑨リン酸イオン濃度、⑩濁度 
（２）水生生物調査は川底をかき混ぜてアミで取って採取し、持ち帰って種の同定を行う。生物学的

水質判定法、ASPT 値、EPT 種数を算出して評価した。 
３.結果  

（１）化学的水質調査の項目から、３つの河川を比較すると汚染を示す項目が高かったのは饒波川

P4（喜味原方面）地点であったが、経年変化を追うと、しだいに改善が見られ、他の河川と

の差が縮まってきている。 
（２）指標生物を用いた水質調査では３つの河川とも「水質階級Ⅰ（きれいな水）」という結果が得

られた。 
（３）今年度から解析に用いた ASPT 値では、奥間川（P1, P2）が他の河川と比べて高く、田嘉里

川（P4）と饒波川（P4）がやや低いことが分かった。さらに、総合的河川環境評価の指標で

ある EPT 出現種数では、奥間川(P2)が も高く、饒波川(P4)が も低かった。3 目の中でも

も水質状況を反映するカワゲラ目の種数は、奥間川(P1)が も高く、饒波川(P4)では見られな

かった。以上より、奥間川は上流と下流ともに良好な環境を維持しており、饒波川の P4 は水

質が回復傾向にあるものの、生物から見ると、他の河川や地点と比べて、河川環境は回復途上

であることが示唆された。 
４.考察  

（１）饒波川の化学的調査項目の水質改善が見られた。今年度は水生生物調査の結果にも改善が見ら

れつつあり、河川環境の回復途上である。 
（２）田嘉里川、奥間川ともにきれいな水質の川であるといえる。特に奥間川上流は水質が良く、水

生生物調査の結果にも出ている。 
（３）2012 年饒波川の水質改善の話し合いのために、饒波川の調査結果を求められ、地元大宜味村

へ資料提供することができた。その後、関係する事業所や饒波区、役場の担当部署で水質改善

の話し合いや具体策について活動しているという話を伺った。３年前からの饒波川 P4 の水質

改善がそういった活動と関連がある可能性が高い。さらに、一昨年度途中からは畜舎の改修の

ため営農活動が一時中断したことも影響していると思われる。環境科としての活動を通して地

域へ貢献することができ、調査活動継続の重要性を感じることができた。
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佳作 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

金城 実希   新垣 夏実 

辺土名高校周辺の土壌動物を用いた環境診断 

～指標生物による自然の豊かさの評価～ 
 

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う。土壌動物を調べれば、そこの

自然が人間の影響をどの程度受けているかを知ることが出来る。従って、土壌動物を用いて自然の

豊かさを診断することが出来る。本校では OIST 主催の「OKEON～美ら森プロジェクト～」に参

加しており、地上徘徊性昆虫や飛翔性昆虫の生物多様性を研究するため、校内の異なる環境 3 箇

所にスラムトラップを設置している。本研究では、このスラムトラップを設置場所の自然の豊かさ

を調べることを目的として、土物調査を実施した。 

 

２.方法   

調査は 2016 年 3 月、6 月、10 月に実施した。OIST 職員が本校内に設置した以下のスラムトラ

ップの場所（St.1（裏山）、St.2（部室裏）、St.3（理科棟裏））を調査場所とした。土壌表面に 30cm

×30cm コドラートを 2 回置き、深さ約 5cm 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同定し、3 区分の点数（1 点、3

点、5 点）を用いて評価計算した。 

 

３.結果   

優占種上位 3 種は、St.1 ではダニ、アリ、ヨコエビであり、St.2 ではダニ、ヨコエビ、ワラジ

ムシであり、St.3 ではヨコエビ、ダニ、甲虫の幼虫であった。総合点や出現した指標グループ数

などを総合的に評価すると、「自然の豊かさ」が高い順は、St.1、St.2、St.3 であった。 

 

４.考察   

見た目の自然環境の良い順は、St.1、St.2、St.3 であり、総合的な土壌動物の評価とほぼ一致し

た。どの地点も森林環境であるが、その中でも特に、St.1（裏山）が自然度の高い環境であること

が明らかとなった。St.2（部室裏）は狭いながらも樹木が繁茂しており、自然環境が高かった。St.3

は森林環境の中ではやや開けた環境であり、植生が単調であったが、集計上は他の 2 地点とそれ

ほど大きな得点差は見られなかった。見た目の景観以上に、自然度が高いことが考えられる。今回

のデータがモデルケースとなり、今後、様々な場所での土壌動物調査を実施･比較する上で貴重な

データとなると考えられる。特に、OIST 主催の「OKEON～美ら森プロジェクト～」のスラムト

ラップ設置場所における土壌動物の比較には、非常に重要なデータとなると考えられる。 
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佳作 
地学 

沖縄県立名護高等学校 

鮒田 信忠     工藤 碧    屋良 萌  

稲田 優果    植田 真名   玉城 明依 

沖縄県本部町塩川と今帰仁村湧川における 

塩水湧水の比較 
 
１.目的   

湧水の多い沖縄島において，沖縄島北部に位置する「本部町塩川」と「今帰仁村湧川」は塩水湧

水が出る場所として広く知られている。特に，塩川は昭和 47 年 5 月 15 日に国指定天然記念物に

指定され，現地にある本部町教育委員会の看板には「常時塩水を湧水する世界でも珍しい川」と記

され，貴重な場所として位置づけられている。 
 名護高校では「理科野外実習」の中でその実習地の一つとして塩川を観察している。そこでこの珍

しい場所に興味を持ち、調査することとした。 
  これまでの塩川や湧川に関する調査は，1975 年，1976 年，1977 年に発刊された「塩川動態調

査報告Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ」（沖縄県教育委員会）に詳しく，これらの塩水は海水と陸水の混合水であるこ

とを述べている。本調査はその報告と比較することを目的とし，国の天然記念物に指定された塩川

や同じく塩水湧水である湧川の現況について調査した。 
 
２.方法   

2016 年 5 月 28 日～6 月 26 日，7 月 6 日～8 月 4 日の計 60 日，毎朝 6 時に採水し，水質の測定

を行った。記録は採水時，天候，気温・水温・ｐH・溶存酸素量を記録した。水質は採水後，実験

室において，吸光光度計を用いて，アルカリ度，カルシウム，マグネシウム，リン酸塩，カリウム，

硫酸塩，アンモニア態窒素，硝酸態窒素，シリカ，塩化物を測定した。 
  また，7 月 23 日～24 日に 24 時間調査を行い，3 時間毎に採水し，水質測定及びプランクトン

調査を行った。 
 
３.結果   

塩川においては塩化物の値は潮の干満や雨量に大きな影響を受ける一方，湧川では潮汐の影響は

見られなかった。また，1970 年代の文献では確認されていない塩川における水位の減少や降雨後

の白濁現象について確認された。両湧水に出現したプランクトンの調査は湧川においてはオカガニ

類の幼生が確認された。一方，塩川では 10 種のプランクトンが確認された。 
 
４.考察   

塩川と湧川を比較した場合，湧川は降水の影響があまり顕著に出ない傾向がある。降雨の影響は，

塩川では塩化物，マグネシウム，カリウム，硫酸塩の急激な値の減少及びシリカの急激な値の増加

が見られる一方，湧川では大きな変化とはなっていない。大量の降水は海水起源の塩化物，マグネ

シウム，カリウム，硫酸塩の値を下げ，陸水起源のシリカの値をあげると考えられる。このような

変化が湧川で見られないということは，塩川に比べて，通常時から海水の影響が小さいことが考え

られる。 
 また，塩川における水位の減少や降雨後の白濁現象等は雨などによる影響が増大していると考えら

れる。 
 潮平川湧水と海水の混合実験の結果より，塩川では主に海水約 25％程度で混合していると考えら

れる。降雨の影響や水位減少の理由を考え，今後の保全を考える上でしっかり観察を続けることが重

要であると思われる。 
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佳作 
地学 

沖縄県立西原高等学校 

平良 美咲    普天間 光星   屋比久 公平 

島袋 梨里香     杉本 佳穂    石原 茉奈 

石灰岩の分布から見た中城湾の形成過程について 

 

１.目的  

私たち西原高校自然科学部は，学校周辺の地質を調べているうちに，中城湾に面している地域の分水

嶺および崖地に琉球石灰岩が点在していることに気がついた。しかし琉球石灰岩の分布が一様でないこ

とに疑問を持ち，中城湾一帯の地形および特に石灰岩の分布を中心とした地質を調査することで沖縄本

島中南部の大部分を占める中城湾周辺地域の成り立ちについて考察をおこなうことにした。 

２.方法  

国土地理院発行 1:25,000 地形図のうち，中城湾周辺のものを参考にしながら，等高線の主曲線ごと

に実際の 1/25,000 縮尺にあわせて 10m を 0.4mm の高さで表現した立体地形図を作製した。また，中

城湾に面する丘陵地の分水嶺付近を 31 地点，分水嶺より中城湾寄りの崖および平地を 44 地点，分水

嶺より西側の後背地を 25 地点，計 100 地点の緯度，高度，経度，地質分布などの調査をおこなった。 

３.結果   

中城湾周辺は地形的に少なくとも 7 ブロックに分けることができると考えられた。また，石灰岩の分

布を元にした地質調査でも石灰岩の分布には偏りが見られ，これを考慮した場合には地質学的にも 7 ブ

ロックに区分することができると考えられた。さらに，北緯 26°14′付近を横断調査した結果，これ

らの地域は比較的標高が低く，円錐丘や回折谷が発達していたが石灰岩は南側の一部でしか確認できな

かった。一方で 26°17′付近を横断調査した結果，これらの地域は比較的標高が高く，特に東側が急

峻な崖になっており，転石も含めると東側から西側にかけて広く石灰岩が分布していた。 

４.考察  

中城湾の成り立ちには複数の説があり，特に有力とされている説が中城ドーム説である。中城ドーム

は地殻変動に伴って陥没し，現在の形になったと考えられている。一方で，氷河期の海面変動によって

サンゴ礁などが発達し，それが現在の琉球石灰岩になり，さらに地殻変動によって現在の地形ができた

という氷河性海面変動説も唱えられている。本研究結果から，中城湾は中城ドームが崩れた結果として

形成されたのではなく，サンゴ礁の礁縁および礁原が地殻変動によって盛り上がり，サンゴ礁外縁の深

い海がそのまま残った結果形成されたと考えられた。これは，空谷の形成要因，中城湾に面する丘陵地

が断崖である理由などを中城ドーム仮説以外で立証するために有益であった。しかし，中城湾周辺の地

形は一様ではなく，中城湾周辺の成り立ちについては 7 ブロックに分けて検討した方がよいと考えられ

た。また，これらのブロックは地質構造にも差異が確認されることから，ハザードマップのようなマッ

プを作る際にはブロック分けを行い，地域に即したマップ作りを目指すべきだと考えられた。
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佳作 
化学 

E.C.キリン エレメンタリー スクール 

ネイサン ラカニラオ 

酸が及ぼす腐食率への影響 

 

 

１．目的  

沖縄では、サビは深刻な問題です。私は、どの酸が金属や他の素材を早く劣化させるか調べたいと

思いました。  

２．方法 

 様々な酸を集め、それをカップに入れました。そしてそれぞれのカップにいろんな種類の金属を

浸し、腐食率を観察しました。  

３．結果  

 私の実験に基づくと、ph 値が低いと金属の表面にサビが付く速度が速かったです。金属が空気に

触れると化学、電気化学反応が生じました。この理由から、サビたり最終的に腐食したり金属破壊す

るのを防ぐために金属は強い塗料でコーティングされています。  

 ４．考察 

サビや腐食を防ぎたいですか？地金はカバーしておきましょう。 

 

1.Motives 

In Okinawa rust is a real problem.  I wanted to know which acid will deteriorate metal and 

other materials the fastest. 

2.Methods 

3. Result  

I gather up a variety of acids and filled cups with the agent.  I then placed a variety of metals 

into each cup and observed the rate of corrosion.   

 

4. After Thought  

Based on my experiments, the lower the ph value the faster the speed of rusting appearing on 

the metal.  When metals are placed in the atmosphere the chemical and electrochemical 

reaction takes place.  This is the reason why metals are coated with strong paint to prevent the 

metal from rusting and eventual corrosion and metal failure. 

Want to avoid rust and corrosion?  Keep your bare metal covered.   
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佳作 
化学 

ベクテル エレメンタリー スクール 

ミラ グルーバー 

マジックマーカーには何色入っているの？ 

 

 

１．目的 

 私はマーカーを使って塗り絵をするのが好きです。工作をしている時にコーヒーフィルターで遊

んでいたら色が分かれていくのが見えたので、コーヒーフィルターを使いたいと思いました。  

 

２．方法 

コーヒーフィルターにマーカーで点を書き、フィルターを水の入ったコップに底の方だけ浸るよう

にしておきました。水がコーヒーフィルターをあがっていくのを観察します。  

 

３．結果 

黒色マーカーが一番多くの色を含んでいました。ほとんどのマーカーはピンクでできていました。  

 

 ４．考察 

次回はコーヒーフィルターに字を書いたり、形や絵を描いたりして色がどう変わるか見てみたいで

す。 

 

1.Motives 

I like coloring with markers and I wanted to use coffee filters because I was playing with them 

when I was doing a craft and saw the colors separating. 

 

2.Methods 

Put a dot with marker on a coffee filter and put the coffee filter in a glass of water, so only the 

bottom of the coffee filter is in the water.  Watch the water move up the coffee filter. 

 

3.Result 

The black marker had the most colors.  Most markers were made of pink. 

 

4.After Thought 

Next time I would write words and draw shapes or pictures on the coffee filters to see what 

happens to the colors. 
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佳作 
産業 

E.C.キリン エレメンタリー スクール 

アンリ オキャンポ 

どのパッキング材形が最も卵を守ってくれるか？ 

 

 

１．目的 

私たちは郵便を重視した場所で暮らしています。色々な物を家に送ったり、多くのものを受け取っ

たりします。材料のどのような形が、私たちの荷物を最も保護するのでしょうか？  

２．方法 

ボール紙を異なる形に切りました。そして生卵の周りにそれらを詰めました。それを落として結果

を調べました。  

３．結果 

私が作ったパッキングの形は全て卵を守りました。たぶん高さを 10 メートルくらいまで高くして

いたら結果が違ったかもしれません。 

 ４．考察  

私たちは、日常的なものを複数の用途のために再利用することについて考える必要があります。毎

日たくさんのボール紙が捨てられています・・・この材料を別の用途での幅広い使い方を考えてみて

はどうでしょうか。 

 

1.Motives 

We live in a very mail oriented place.  We ship many things home and receive many things in 

shipments.  What shape of material will best protect our shipments? 

2.Methods 

I cut cardboard into different shapes. And packed them around an uncooked egg.  I then 

dropped the package to see the results. 

3.Result 

All of my packing shapes saved the egg.  Maybe I need to raise my height to maybe 10 meters 

to see if this would be different. 

4.After Thought 

We need to think about repurposing our everyday things for multiple uses.  Loads of cardboard 

is thrown away daily… why not repurpose this material for a wider variety of uses.   
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佳作 
物理 

リュウキュウ ミドル スクール 

ジュン ハント 

温度は、モーターオイルの粘性に影響を及ぼすでしょうか？ 
 
１．目的 
私と父は車のオイルを交換していました。寒い日にオイルがゆっくり流れていたので「温度はモーターオイルの粘

性に影響する？」と考えました。  
２．方法  

1.大きなプラスチック製計量カップ 3 個にモーターオイルを半分（1/2 カップ）入れ、小さな計量カップに同量（1/2
カップ）のモーターオイルを入れました。 

2.大きなカップに半分ドライアイスを入れました。 
3.モーターオイルの入った小さな計量カップをドライアイスの入った大きなカップに入れました。冷凍庫に入れて

1 時間待つ。温度は摂氏－50℃となる。 
4.モーターオイルの入ったカップ 1 個は冷凍庫に入れる。冷凍庫にいれて 1 時間待つ。温度は摂氏－5℃となる。 
5.モーターオイルの入ったカップ 1 個は外に置き室温にする。外に 1 時間おく。室温は 25℃。 
6.モーターオイルの入ったカップ 1 個は別の部屋に置く。部屋の温度は 30 度に設定し、室内に 1 時間おく。 
7.傾斜台を設置する。傾斜台の一方を傾けて、下端にプラスチックの「キャッチバッグ」を取り付ける。こうすれ
ば実験終了後、オイルを回収してリサイクルすることができます。慎重に一つずつカップに入ったオイルを傾斜
台に流す。オイルが傾斜台に触れると同時にストップウォッチをスタートさせる。オイルがキャッチバッグに触
れたらストップを押す。 

8.結果を記録し、有効性のためにこれを繰り返す。 
３．結果 
ドライアイスで冷やしたオイルの傾斜台を下る平均流動率は、47.65秒で変化率 0.9秒、冷凍庫の温度のオイル（－5℃）
の傾斜台を下る平均流動率は、20.23 秒で変化率 1.65 秒、外気温（25℃）のオイルの傾斜台を下る平均流動率は、12.37
秒で変化率は 0.82 秒、最後に室温（30℃）のオイルの傾斜台を下る平均流動率は 7.68 秒で変化率 1.03 秒でした。  
ドライアイスのオイル（－50℃）の最も早い時間と一番熱いオイル（30℃）の最も早い時間の最終的な違いは、流動
率が 40.05 秒も違いました。そのほかのものは温度と一貫した予想可能な流動率を示しました。 
４．考察 
時間のかかる実験でした。 ドライアイスを見つけることなど難しい点もありました。この研究を広げ、より異なる
温度や異なる種類のモーターオイルを使い実験したいと思いました。 
 

1.Motives  
Me and my dad were changing the oil for his car. The oil was flowing very slowly on the cold day and then I 

wondered this “Does the temperature affect the viscosity of motor oil?” 
2.Methods 

3. Fill the 3 large plastic measuring cups half full (½ c.) of motor oil and the 1 small (½ cup) with the same 
amount of motor oil. 

4. Fill one large cup half full with dry ice. 
5. Place the small cup of motor oil in the large cup of dry ice. Place in freezer for 1 hour. It should read -50° C 

(celsius) 
6. Put one cup of motor oil in the freezer. Leave it in freezer for 1 hour. It should measure -5° C. 
7. Put one cup outside and let it take on room temperature. Keep it outside for an hour. My room was 25° C. 
8. Put one cup in a different room. Make sure room is 30° C. Keep in room for an hour. 
9. Set up the ramp. Prop the ramp up on one side and attach a plastic “catch bag” on the lower end of the 

ramp. This will allow you to safely reclaim and recycle the oil at the end of the experiment. 
10. Pour each cup of oil carefully down the ramp one at a time. As soon as the oil touches the ramp start the 

stopwatch. When the oil hits the catch bag stop the stopwatch. 
11. Record your answer and repeat for validity. 

3. Result 
The average flow rate down the ramp for the dry ice cooled motor oil was 47.65 seconds with a variation of .9 

seconds, the average flow for the freezer temperature oil (-5° C) was 20.23 seconds with a variation of 1.65 
seconds, the average flow down the ramp for the outside temperature oil (25° C) was 12.37 seconds with a 
variation of .82 seconds, and finally the average flow for the room temperature oil (30° C) was 7.68 seconds with a 
variation of 1.03 seconds.  
The ultimate difference between the quickest time of the dry ice oil (-50° C) and quickest time of the hottest oil 
(30° C) resulted in a 40.05 second difference of rate of flow. Every other batch showed a predictable flow rate 
consistent to the temperature. 
4. After Thought 

The project was very lengthy. There were some hard parts like trying to find the dry ice. 
I hope to expand on this topic and use more temperatures and use more types of motor oils. 
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佳作 
化学 

リュウキュウ ミドル スクール 

ベリル ブレイデン 

スコービー・ドゥー・ビー・ドゥー、あなたの中にはどのくらいの 

砂糖が入っているの？ 

 

 

１．目的 

この飲み物は人気が高まりつつあり、これで実験してみたいと思いました。  

 

２．方法 

コンブチャを作り、11 日後にスコービー（種菌）を測り、飲み物はプリズムを通し屈折させてみ

ます。  

 

３．結果 

最も多くの砂糖を含んでいたのは緑茶でした。  

 

４．考察 

次回は、同じ結果がコンブチャで出るかどうか確認するため、液体比重計を使いたいと思います。 

 

 

1. Motives  

This drink is gaining popularity and I wanted to experiment with it. 

 

2. Methods 

Kombucha was made and eleven days later, the SCOBY was weighed and the drink was 

refracted through a prism. 

 

3. Result 

The green tea had the most sugar. 

 

4. After Thought 

Next, I would use a hydrometer to see if the same results with the kombucha would occur. 
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入選 
物理 

沖縄県立八重山高等学校 

友利 有也 

紫色って存在する？！ 

 

１.目的  

私たちの住む環境には，無数の色で表現されている。鮮やかな色から暗色まで，空の色一つとっ

ても，多彩である。あるテレビ番組で紹介されていた画家の製作した絵画があり，描写方法が多彩

な絵の具を利用せず，点描画で三色のみ使っていたことに大変驚いた。 

三色とは「赤」「緑」「青」である。光の三原色の加法混色により，多彩な色が作られるのであれば，

先出した画家のような点描画のように私たちも色を作れるのではないかと思い，二色の加法混色で

新たな一色の「色」を作り出すこととした。ただし，物体から放つ「物体色」からの混色のため，

ある一色が見える距離が存在すると仮定し，その距離と物体の大きさに関する研究を行った。 

 

２.方法  

白紙に，油性マジックの「赤」と「青」を使い交互に点を打つように色を付けた。白紙の大きさ

は，それぞれ自由に決めた。長方形や正方形、円など形も自由とした。形の異なる５パターンを制

作し実験することとした。実験方法は，製作したものを白紙に貼り，そこから徐々に下がっていき，

紫色と視認識で きる場所を探していき紫と判断できた位置を測定する。測定に参加した人は，男

子５名・女子４名の９名であり，裸眼や矯正しているなど視力については個人差がある。 

 

３.結果  

パターン A から E までで，紫色と反応できた「反応距離」について，表にまとめた。測定した

人物は，a から i までの９名である。パターン C については，一人のみ紫色と判断できたが，残り

８名は紫色に見えなかったと判断した。 

 

４.考察  

青と赤の２色から紫色と視認識できるものを作成することができた。５パターンのものを制作し，

紫色と反応できた距離を測定したところ，様々な結果となった。そこで，制作面積と反応距離との

関係を図にまとめた。パターン「B」「D」「E」については，相関関係がみられる。パターン「C」

については，紫と視認識できた人数が少ないため相関関係があるとは判断しない。円の形状につい

ては，反応距離が長くなった原因を今後追求していきたい。パターン「C」について，紫色と反応

できなかった理由として，赤と赤の間隔が狭くなっていることと，青と青の間隔が広く，それぞれ

単色が目立った印象となった。 

このことから，加法混色については，間隔の大小が異なると混色し難い現象が起きると予想され

る。今後は，パターンを多く増やし視認識できる距離との関係を解明していきたい。 
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入選 
物理 

沖縄県立八重山高等学校 

比屋定 賢弥     大城 岳     宮良 大地     本永 健 

紙飛行機の異常飛行につながる射出要因を探る 

 

１.目的  

小学生なら誰もが挑戦をしたことのある，紙飛行機の製作。力を入れて紙飛行機を飛ばしても，

下へ落下しそうになったり，逆に上へ急上昇したりと，予測できない軌道をとることに気付いた。

そこで私たちは，紙飛行機の軌道に着目して，紙飛行機の射出時に予測される軌道を外れる現象の

要因が射出条件にあるのではと思い，本研究を始めた。 

２.方法  

紙飛行機の射出条件が統一できる発射台の製作を行った。紙飛行機に加える力を 1.00N から

0.50N ずつ大きくし，3.00N まで測定。同じ力の大きさで 3 回紙飛行機を射出させた。その後さ

らに加える力を大きくし，射出後の飛行運動について検証するため，デジタルカメラで飛行運動を

撮影した。 

異常飛行を検証するため，紙飛行機にクリップを取り付け，射出後の飛行機にはたらく力を抑制で

きるか実験を行った。 

３.結果  

（1）紙飛行機に与える力と飛行距離について 

紙飛行機に与える力の大きさと，飛行距離について相関関係がみられた。 

（2）紙飛行機に与える力と射出速度について 

紙飛行機の速度の測定が難しいが，力の大きさが大きくなるにつれて，射出速度も大きく

なった。 

（3）5.0N より大きな力が紙飛行機にはたらくと，異常飛行につながることがわかった。 

（4）紙飛行機前方より 4.3cm のところにクリップを置き射出すると，表でまとめると全て正常

飛行となった。 

４.考察  

異常飛行が見られた紙飛行機の運動について，射出速度により紙飛行機の機首に対し上向きの力

が生じたと考えた。異常飛行のようすを画像におさめることができた。仮説検証実験ⅠからⅢより，

射出する速度により異常飛行が見られた。射出条件として，射出速度が 19.24m/s より大きくなる

と，上昇する飛行運動が見られた。その要因として，射出されるときに紙飛行機の機首に対し，上

向きの力がはたらいたと考えた。このことは，紙飛行機の前方にクリップを置き，上向きの力を抑

制した実験から検証したものである。今後も射出回数を多くし，異常飛行との関連を追求していき

たい。 
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入選 
物理 

沖縄県立豊見城高等学校 

網敷 優樹 

割り箸の研究 
 
１.目的  

弁当を食べようと割り箸を割った時、その割り箸が曲がっていることが気になり、割り箸は曲が

っていると使いにくいので、なぜ曲がっているものがあるのか調べてみることにした。 
  また、曲がった割り箸が直せたら面白いと考え、直す方法を探る実験も行うことにした。 
 
２.方法  

〇各サンプルから曲がりのひどいものを５本ずつ取り出し、「材質」と曲がり 
やすさの関係を調べた。 

〇曲がりのひどい箸の先端の「太さ」をノギスで測定し、先端の「太さ」と曲がりやすさの関係

を調べた。 
〇曲がりのひどい箸の「重さ」をはかりで測定し、箸の「重さ」と曲がりやすさの関係を調べた。 
〇割り箸の曲がりの原因が湿度であると予想し、「乾燥させる」、「水に浸す」「湯で煮る」等の方

法で実験を行い、割り箸の曲がりを直す方法を探った。 
 
３.結果  
【曲がりがひどい割り箸の特徴を調べる実験】 
○白樺でてきた箸は曲がりやすかった。 
○箸が一つの大きな袋にまとめて入っており、個別包装はされていないＡ商品、Ｂ商品、Ｅ商品

の３つは先端が太くなるほど曲がりが小さくなった。 
○Ａ商品、Ｅ商品の二つの箸は重いほど曲がりが小さくなった。しかし、Ｂ商品、Ｃ商品、Ｄ商

品の三つの箸は重いほど曲がりが大きくなった。 
○中国産の箸とベトナム産の箸は、曲がり方に違いは見られなかった。 

【曲がった割り箸を直す方法を調べる実験】 
○曲がった箸を水につけても大きな変化は見られなかった。 
○曲がった箸を乾燥させると、どのグループでも曲がりは大きくなった。 
○曲がった箸をお湯で煮ると、元々曲がりの少なかったグループだけは曲がりが小さくなった。 

 
４.考察  
【曲がりがひどい割り箸の特徴を調べる実験】 
○先端が太くなるほど曲がりが小さくなるＡ商品、Ｂ商品、Ｅ商品の３つは、箸が一つの大きな

袋にまとめて入れられており、個別包装はされていない。個別包装されていない箸は店内のクー

ラー等の影響を受けて乾燥しやすくなるが、先端が太いと含まれている水分量も多くなり、乾燥

の影響を受けにくく、曲がりにくいのではないかと思う。 
○重いほど曲がりが大きくなる物はＢ商品、Ｃ商品、Ｄ商品の３つだった。この３つはアスペンと

いう素材（材木）で作られているので、アスペンで作られた箸は重いほど曲がりが大きくなると

言えると思う。 
【曲がった割り箸を直す方法を調べる実験】 
○曲がった箸を乾燥させたときは、０～３のどのグループでも曲がりが全体的に大きくなっている

ので、やはり割り箸が曲がるのは乾燥したからだと考えられる。割り箸の中に含まれる水分が関

係している可能性もある。 
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入選 
物理 

沖縄県立球陽高等学校 

川小根 実優    古堅 はるか   比嘉 沙絢 

音色とスペクトルの関係性 
 
１.目的   

高校の教科書には「楽器の音色の違いは音の波形が異なるためである」と記述されている。一方、

音声科学では、「母音の違いは音声スペクトルの 2 つのピークの振動数によって区別される」とい

うことが知られている。そこで楽器の音色の違いは、音のスペクトルとどのような関係があるのか

疑問に思い、サックスのリードを用いた音色と音のスペクトルの 2 つのピークの振動数との関係

について検証した。 
 

２.方法  
【実験 1】（スペクトル解析）・・・ 

  4 つの試料のリードをマウスピースに装着して、マウスピースを吹き、PCM レコーダー(SONY 
PCM D100)を使って録音する。次に、録音した 12(3×4)の音をパソコンに取り込み、フリーソフ

ト「Audacity」を使い解析されたスペクトルのグラフから F1、F2 の振動数を読み取る。  
【実験 2】（聴取実験）・・・ 

  録音した 2 つの音の組み合わせ(144 通り)を被験者 7 人に聴かせ、音色の違いを 2 つの音色の類

似度（5 段階評価）で点数化し、表にまとめる。 
 
３.結果  
【実験 1】（スペクトル解析）・・・ 

  F1、F2 のグラフから、それぞれの試料リードの平均値までの相対的距離を計算(物理的距離)し
てまとめた表から、①木材である葦と杉・人工物である樹脂と銅はそれぞれ物理的距離が近く、

似た音である。②木材のリードと人工物のリードの音の違いは、F2 の違いとなっている。③金

属のリードは安定した音が出せず、リードの素材には適していないことがわかった。 
【実験 2】（聴取実験）・・・ 

  7 人の聴取実験で点数化した類似度(心理的距離)をまとめた表から、①材質の組み合わせが同じ

でも順番を変えると心理的距離にばらつきがあった。これは被験者個々の、音感の違いによると考

えられる。②杉と銅の組み合わせは心理的距離が も大きかった。このことから、杉と銅の音色は

まったく違うことがわかった。 
 
４.考察  
実験 1、実験 2 の結果から、物理的距離と心理的距離の相関関係を調べた。 
その結果、①この相関図の分布状況は、2 つのグループに分かれた。しかし 2 つのグループとも物

理的距離と心理的距離が比例している。このことから F1 の値と F2 の値が音色に関係しているこ

とが分かる。②銅を含む組み合わせでは、物理的距離に関係なく心理的距離が大きくなった。この

ことから、金属である銅の音色は、F1、F2 の値とは別な要因で決定されていると考えられる。 
【結論】 

  木材でのリードの組み合わせに関して、物理的距離と心理的距離は比例関係にあった。つまり、

音色の違いはスペクトルの第 1 ピーク F1 と第 2 ピーク F2 に関係していることがわかる。 また、

木材と銅の組み合わせにおいては、スペクトルの第 1 ピークと第 2 ピークには関係なく、別の要

因が音色に影響していると考えられる。 

- 378 -



 
 

入選 
物理 

沖縄県立球陽高等学校 

野原 香凜     大湾 日菜美     河内 妃奈子 

沖縄方言と標準語の母音の比較 

 

１.目的   

標準語の母音が/a,i,u,e,o/の 5 母音であるのに対し、沖縄方言の母音は/a,i,u/の 3 母音しかない。

そこで沖縄方言と標準語の/a,i,u/の音声には違いがあると考えた。音声科学では「母音は第 1 フォ

ルマント周波数と第 2 フォルマント周波数で区別される」ことがわかっている。このことを踏ま

え言語学的にほぼ同じ音を抽出した沖縄方言と標準語の/a,i,u/の音声のフォルマント周波数を分

析することを研究目的とする。 

２.方法   

言語学的にほぼ同じ単語(アクセントと発音記号を統一)を4組選び、一人のインフォーマント（言

語資料提供者）になぞかけや写真を出し、発音した答えを録音した。この時インフォーマントの答

えがこちらの期待する答えにひかれるのを防ぐために研究の趣旨や内容は伝えずに自然な会話の

中で行った。そして、フリーソフト Praat に録音した単語の音声を取り入れ、第 1 フォルマント

周波数 F1、第 2 フォルマント周波数 F2 を 5 点ずつ抽出し、グラフ化した。                

３.結果   

第 1 フォルマント周波数 F1 を X 座標、第 2 フォルマント周波数 F2 を Y 座標とした F1-F2 分

布図（平均値）から、1 型の方言と標準語の/a,i/では近くに分布したが重なることはない。また、

方言の/u/と標準語の/u/はかなり離れた分布となり、全く違う音だといえる。同様に、0 型の方言

と標準語の/i,u/では F1 方向に広がった分布をしており、F2 の値はほとんど同値である。また、方

言と標準語は重なることはなく、全く違う音だといえる。 

４.考察   

１型の F1-F2 分布図（平均値）においては、方言の/a,i,u/の 3 点を結んだ三角形は標準語の/a,i,u/

の 3 点で結んだ三角形に比べ狭まり小さくなった。また基本母音図と今回の研究で得られた 

F1-F2 平均分布図を比較すると、1 型の方言の/a,i,u/は全体的に口の動きと舌の動きが狭くなって

いることがわかった。また、0 型の F1-F2 平均分布図においては、標準語の/i,u/にくらべ方言の/i,u/

はともに F1 の値が大きくなる。0 型の/a/のデータがないため推測となるが、0 型の三角形も狭ま

り、口と舌の動きも小さくなると考えられる。つまり「5 母音ある標準語は、はっきりと発音する

必要があるため、口や舌を動かす範囲が広い。しかし 3 母音しかない方言の母音は、標準語より

口や舌を動かす範囲が狭くなる。」ということがわかった。 

以上のことから、言語学では「発音記号とアクセントが同じ単語なら一人の話者が発音する単語

の母音は同一のもの」とされていたが、物理的に精密測定した結果、沖縄方言と標準語の /a,i,u/

にはわずかだが違いがあり、話者が使い分けていることがわかった。た。 
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入選 
物理 

沖縄県立石川高等学校 

石川 裕人   渡邊 和輝   比嘉 静空 

水深と色の関係について２ 

 

１.目的   

昨年は陸上で撮影した写真を水中で撮った写真のように変換することができた。今年度はその逆

である、水中で撮った写真を陸上で撮った写真のように変換できるか研究をした。 

 

２.方法  

色の 3 原色を印刷し、ラミネート加工した用紙（この用紙を色見本と記述する）を水中に沈め、

動画撮影をした。撮影した、各水深での色見本をキャプチャーし、赤・青・緑色の中に赤色要素・

青色要素・緑色要素がどれくらい含まれ、水深によりどのように変化していくか調べた。写真の加

工はペイント系のソフトを使い、赤色要素・緑色要素・青色要素の入力レベルで調整をした。 

 

３.結果   

糸満沖での実験中に、波が高く、ロープが切れ、実験装置を海に流してしまった。そのため、去

年のデータを用いて、考察を深めることとした。（昨年の結果より）  

 水深により赤色要素・青色要素・緑色要素がどのように推移していくか分かった。 

  

４.考察    

色見本を水中に沈めると赤色要素が極端に減少していくことがわかる。ペイント系のソフトで赤

色要素の入力レベルを上げ、また青色要素、緑色要素も微調整することで、陸上で撮影した写真へ

と近づくことができた。しかし、約水深 10m 以下では赤色要素が 0 になるため、入力レベルを上

げても赤色要素が 0 のままで変わらず、陸上で撮影したようには変換できないことがわかった。 

 今回 JPEG でデータの分析をしたが、写真に含まれるデータ量が少なく、今後は RAW などで撮

影をして分析する必要があると考えられる 
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入選 
物理 

沖縄県立豊見城南高等学校 

新垣 武蔵    北山 龍磨   太田 善基 

安次嶺 敬伍     大城 諒之    當間 大介 

IH クッキングヒーターの原理 PartⅤ 

 

１.目的  

今回の実験は,使用したモーターのトルクで「永久磁石を使ったＩＨ 

クッキングヒーターができるか」を考察・検証した。また,実用化に向け以下の実験を行った。 

 

２.方法  

【実験１の方法】モーターの低速回転時での極板間隔Ｂ,Ｃについて 

グラフより考察する。モーターの低速回転時での極板間隔Ａ,Ｃにつ 

いてグラフより考察する。 

【実験２の方法】モーターの高速回転時での極板間隔Ｂ,Ｃについてグラフより考察する。モータ

ーの高速回転時での極板間隔Ａ,Ｃにつ 

いてグラフより考察する。 

３.結果 

【実験１の結果】極板間隔Ｂの温度変化は４.３℃,極板間隔Ｃの温度変化は１.１℃である。回転数

は同じで,極板間隔Ｂ（ワッシャー１枚分の厚み極板間隔が広い）＜隔極板間Ｃ

（ワッシャー２枚分の厚み極板間隔が広い）より,発熱温度は,極板間隔に反比例

していることが分かる。極板間隔Ａの温度変化は２.２℃,極板間隔Ｃの温度変化

は１.１℃ある。これは,極板間隔Ａ（ワッシャーなし）＜極板間隔Ｃ（ワッシャ

ー２枚分の厚み極板間隔が広い）より, 発熱温度は,極板間隔に反比例している

ことが分かる。また, 低速回転時では,回転数による温度上昇は余り差がでなか

った。 

４.考察  

【実験１・実験２・実験３】の考察 

極板間隔Ｂで高速回転 3700 回/m 20V の時一番発熱温度が高くなるこ 

とから,発熱温度は,回転数に比例し, 極板間隔に反比例すること,またモーターのトルクの強さに

よる限界回転数（電圧）を考慮する必要があることが分かった。実用化に向け,アルミシャーレに

50ｇの水を入れ,発熱熱量を測定する実験をする。使用するモーターのトルクの限界回転数（電圧）

を考慮すると, 高速回転で,極板間隔Ｂ（ワッシャ 

ーを 1 個挟む）時が発熱熱量は,一番大きいことが分かった。 
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入選 
物理 

沖縄県立開邦高等学校 

外間 正也     加藤 初輝    仲嶺 眞輝     高良 大地 

マグナス力で飛ばす飛行機 

 

１.目的  

マグナス効果を利用した飛行機を作る。 

研究を通してマグナス効果について学ぶ。 

 

２.方法  

軽くて丈夫な材料を用いて飛行機を作成し、安定して飛ぶように調整を重ねていく。 

作製したマグナス力発生装置に扇風機で一定の速さの風をあて装置を回転させる。どのような形状

の装置が速く回転するか調べる。 

 

３.結果  

試作品第一号は機体を飛ばすときは、助走をすることで生まれる風の力のみを利用して、機体の

翼を回転させ、飛ばそうとした。しかし、マグナス力発生装置の回転が遅かったため、ほとんど揚

力は生まれず、機体は放物運動をした。 

試作品第二号は、機体の大部分をプラスチックに変えたり、一号機に比べて機体を縮小したりす

ることで、機体の質量を約２g 減少させた。また、助走をする代わりに、モーターで回るプロペラ

を取り付け機体の推進力とした。さらにそのプロペラが生む風の力を利用してマグナス力発生装置

を回転させた。実際に飛ばしてみると第一号に比べ、大幅に翼が回転した。しかし、機体の縮小に

より、揚力も低下したため、そのまま落下した。 

第三号にはマグナス力発生装置を二つ付け足した。質量は増加するが、揚力も増加するだろうと考

えたためである。それにより第二号に比べて、放物運動をしなくなった。斜め下へ、若干真っ直ぐ

進むように落下した。 
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入選 
物理 

沖縄県立開邦高等学校 

吉平 陵馬     棚原 琉斗     新里 慶博 

Challenge for Egg! 

～衝撃を吸収する構造体の研究～ 
 

 

１.目的  

衝撃を吸収する構造体を研究する。 

終的には,一定の高さから落としても卵が割れない構造体を作製する。 

 

２.方法  

構造体の中に卵を入れ,一定の高さから落とす。 

落下の瞬間の様子を,スローモーションで撮影する。 

その際に卵が割れたかどうかを確認する。 

落下させた高さと構造体の重さから,力積を求める。 

 

３.結果  

卵→0.03m 

ハニカム構造体２層→1.25m 

ハニカム構造体１層→0.15m 

ハニカム構造体縦型→0.40m  

丸形構造体→2.00ｍ以上 

 

４.考察  

ハニカム構造が潰れることで落下時の衝撃を和らげたのではないか。 

高さを高くしていくと力積の変化が小さくなっているので，ある一定以上の高さから落下させても

力積が変化しない点があるのではないか。 

１層の構造体は,２層の構造と比べて耐えられる力積が極端に小さいので，層を増やすと卵への衝

撃を軽減できるのではないか。 
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入選 
物理 

沖縄県立辺土名高等学校 

城間 正和     東江 琉河    金城 実希    宮城 択志 

太陽光を利用した温水器の制作 part２ 

 

１.目的  

近年、地球温暖化が問題となっている。そこで、私たちは、毎日入るお風呂で、ガスを使わなけ

れば二酸化炭素の排出を抑制し、温暖化対策となり、また、ガス代の節約になる。さらに、地震な

どの自然災害などで、燃料が無くても、お湯を作ることができたら困っている人の助けになるので

はと思い昨年度に引き続き、太陽光を利用した温水器を作ることにした。 

 

２.方法  

今年度はメンバー各自で、エネルギー変化率の高い太陽光を利用した温水器を作ることになった。

各自、太陽光を利用してお湯を作り３０分間と６０分間の時間設定で、温度上昇を測定し、太陽光

温水器に一番向いているものを探した。（酒瓶、ペットボトル、の中の水温変化を比較していった。） 

 

３.結果  

太陽光を利用した温水器を作成するために、基本温水器と、各メンバーが作成した温水器の温度

変化を比較していったが、基準があることで比較がうまくいった。その結果、缶 PET が一番効率

よく、太陽光を吸収し水温を上げることができたというこがわかった。しかし、缶 PET は構造が

複雑で、設置も大変なので、今回の研究の目的でもある災害時に温水を作る目的にはそぐわないよ

うに思えた。そのため、今回の研究では、２番目に温度上昇のよかった黒塗り PET は、簡単に作

成でき、身近な材料で作成できるため、性能は大変評価できるものであった。この性能は密閉した

構造でビニールハウスのような効果を生み出しているからと考えられる。 

 

４.考察  

今後の研究は冬になり気温が下がってくる。本校は沖縄本島西側に位置するため、北風を受け外

に設置した温水器の水温が室内よりも下がることも予想されるため、今後は曇りや雨の風の強い日

にも水温をあげられるように、太陽光を効率よく集光し、また、冷たい北風の影響を減らす工夫が

必要と思われる。また、雨の日は段ボール製の温水器がこわれるので測定していないので今後は雨

の日でも測定できる温水器を作成していきたい。 

また、家庭で温水器を利用するには、1 日浴槽一杯分２００リットル程度の量は必要になると思

われるため、今後の目標は温水の温度を上げることはもちろんだが、温水の量を増やす取り組みも

行っていきたい。 

 

 

- 384 -



 
 

入選 
物理 

興南高等学校 

川合 恵輔     早川 皓貴    與那覇 伊織     稲嶺 景介 

テスラ・コイルによる交流実験装置 

 

１.目的  

ニコラ・テスラ(1856~1943)が発明したテスラコイル（SGTC）の 

一種である真空管テスラコイル(VTTC)を使用した無線送電装置を製作する。 

２.方法  

下記の材料は使わなくなった電化製品（電子レンジ等）より取り出した。 

材料：電解コンデンサー×４、フィルムコンデンサー×１、トランス×２、抵抗器×２、ブリッジ 

   ダイオード×１、真空管×１(PL504) 

製作方法：右の回路図の通り製作する 

３.結果  

この実験装置が送電装置として機能しているか確かめるために 

以下の実験を行なった。 

実験①：コイルに蛍光灯を近づけて発光するかを確かめる。 

   結果：36W では暗く 15W では明るい 

実験②：蛍光灯を近づけた時の距離と照度の関係を調べる。 

   結果：距離が短くなるほど照度の値は大きくなる 

実験③：送電装置に他のコイル（LED 付き空芯コイル）を近づけ、LED の点灯を確かめる。 

   結果：空芯コイルと２次コイルの距離が 6.0cm 以内の時、明るく点灯 

４.考察  

テスラコイルを用いた実験装置で①〜③の結果を出すことができた。 

それぞれについて以下のように考える。 

実験①：電子の量は変わらないものの、蛍光灯（15W）の方が蛍光灯（36W）より体積が小さい

ため、電子が障害物にぶつかる割合が多くなり、明るくなると考える。 

実験②：距離と照度の関係は、コイルと蛍光灯の距離が短くなるほど照度が上昇し、距離を長くす

るほど照度は下降する。これは蛍光灯が受け取ることができる電磁波の範囲の大きさが関

係していると考えられる。 

実験③：LED 付きの空芯コイルを実験装置に近づけたところ、空芯コイルと実験装置の二次コイ

ルの距離が 6.0cm 以内の時に明るく点灯した。これは空芯コイルが受け取ることができ

る電磁波が関係していると考えられる。 

また、真空管は近くに置いても発生した電磁波には左右されない。これは、真空管の中の真空度

が周りの大気圧に比べ一桁しか変わらないからである。 

 

- 385 -



 
 

入選 
化学 

沖縄県立西原高等学校 

玉城 匡人        高江洲 佑真     吉里 宝旅 

二種類の金属塩混合溶液中における 

金属樹の成長特性について 
 
１.目的  

金属樹の形成は、濃度によってその成長速度が規定されている可能性が示唆され、電圧をかけて

銅樹を作成する際には水溶液中に回路様の電子の流れができている可能性が示唆されているが、詳

しいことは不明である。また、複数の金属塩が存在する際の金属樹の生成および伸長についてはほ

とんど知られていない。そこで私たちは銅と鉛に絞って、二種の金属イオンが存在する際の金属樹

形成および成長について研究を行うことにした。 
 
２.方法  

二種の金属イオン存在下における金属樹の成長を見るために、亜鉛板を核とし、酢酸鉛(Ⅱ)およ

び硫酸銅(Ⅱ)を 3 パターンの濃度の水溶液とし、その組み合わせを変えて実験を行った。測定項目

は枝の数、枝の平均長などであった。さらに、成長した金属樹を亜鉛の核から分離して、はんだご

てで 160℃に加熱して熱に対する特徴と色を確認した。 
 
３.結果   

酢酸鉛(Ⅱ)単独条件下では、枝の平均長が長い鉛樹が形成され、硫酸銅(Ⅱ)単独条件下では核の

周りに気体が発生し、短い枝が多数現れる銅樹が形成された。しかし、これらの混合溶液中では、

いずれの割合においても白色の沈殿ができた。この沈殿も含めて金属樹を伸長させたところ、硫酸

銅(Ⅱ)五水和物と同様な黒色の金属樹が伸長したが、硫酸銅(Ⅱ)単独と比較すると気体の発生は見

られなかった。得られた金属樹断片を加熱したところ、酢酸鉛(Ⅱ)と硫酸銅(Ⅱ)混合溶液のうち

0.1mol 硫酸銅(Ⅱ)と 0.05mol 酢酸鉛(Ⅱ)混合液中で成長した金属樹のみが銀色の粉末となり、その

他は白茶色から茶色の粘り気のある状態になった。 
 
４.考察   

酢酸鉛(Ⅱ)単独で伸長した鉛樹は、白銀色であったが、溶液表面に伸長した枝は白く変色した。

これは伸長した鉛が酸化され、酸化鉛になったためであると考えられる。硫酸銅(Ⅱ)単独で伸長し

た銅樹および核の周りには気体が発生したが、これは銅の析出より先に亜鉛から水へ電子が供給さ

れ、水素が発生したと考えられる。酢酸鉛(Ⅱ)と硫酸銅(Ⅱ)を混合したところ、白色の沈殿ができ

たが、これは電離した鉛イオンと硫酸イオンが反応して難溶性の硫酸鉛ができたためだと考えられ

る。酢酸鉛(Ⅱ)と硫酸銅(Ⅱ)のモル濃度が等しい場合には鉛イオンと硫酸イオンが過不足なく反応

するが、化学平衡のため銅イオン、鉛イオンの他に錯イオンが存在していると考えられ、これらに

電子が与えられることである一定の割合で鉛樹と銅樹の混合金属樹となっていると考えられる。ま

た、銅イオンと鉛イオンがある一定の割合で存在する時には銅樹と鉛樹の形成がランダムに行われ

るのではなく決まった配列ができると考えられ、それによって、銅－鉛合金樹が形成されたと考え

られる。今後はさらに条件を変えて研究を進めていきたい。 
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

嵩本 愛香     野底 海友    松川 悠乃 

大城 かなえ     野中 秋穂    柴田 音黄 

安くてゴメン！ 透明骨格標本 
 
１.目的  
・制作するために専門性が高く、高価な薬品が必要であり、有用性は高いがあまり活用されていな

い透明骨格標本を、身近で安価な薬品等を用いて制作する。 
 
２.方法  
・実験Ⅰ 予備実験① 従来の方法どおりに透明骨格標本を作成する。 

予備実験② CD-R からフタロシアニン色素を抽出する。 
・実験Ⅱ 軟骨染色液を CD 抽出色素に透明化溶液を水酸化カリウムに変更する。 
・実験Ⅲ CD-R 抽出色素に銅イオンを含む化合物を混合し、より鮮明に軟骨を染めることができ

る染色液を作成する。 
 
３.結果  
・実験Ⅰ 予備実験① 軟骨を青く染めることはできず、二重染色は失敗した。しかし、硬骨染色

は成功し、硬骨を赤く染めることができた。  
      予備実験② CD-R からフタロシアニン系色素を抽出することは可能だった。 
・実験Ⅰ 染色後、小赤は全体が染まり、手羽先は軟骨部分が染まった。しかし、透明化後、小赤

は全体の色が抜け、手羽先は軟骨部分の色が残った。このことから、小赤は染まらなか

ったが、手羽先では CD-R 抽出液での染色に成功した。 
・実験Ⅲ すべての小赤は染まったが、透明化溶液の水酸化カリウムを加えた瞬間に変色が始まり、

すべての小赤は濃い紫色に変化した。数日間様子を見ると、だんだんと身が崩れ、骨格

部分が溶ける様子が確認できた。 終的には、胴体部分の身のみが残った。このことか

ら、染色液中のフタロシアニンと銅化合物がうまく結びつかず、染色できなかったこと

が分かる。 
 
４.考察  
・実験Ⅰ 予備実験① 今回軟骨染色液として使用したトルイジンブルーでの魚類軟骨染色の成功

例がないことから、トルイジンブルーが軟骨染色液として不適切であった。 
予備実験② 抽出した色素が「明るい緑」色であることから、「無金属フタロシアニン」

ではないかと考えられる。また、CD-R に用いられる色素には「シアニン」「アゾ」「フ

タロシアニン」の三種類があるが、アルシアンブルーの構造式に近いフタロシアニン系

の CD-R から色素を抽出することが もよい方法であると考える。 
・実験Ⅱ 今回試験的に用いた手羽先の軟骨染色は成功したが、小赤の軟骨染色には失敗した。ま

た、動物性の軟骨と魚類性の軟骨の主成分はともにコンドロイチン硫酸であるため、今

回動物性の軟骨染色が成功したことは、将来的に魚類の軟骨を染色することが十分可能

であることを示している。このことから、小赤の軟骨染色が失敗した原因は「材料」と

「染色液」の二つにあると考えられる。 
・実験Ⅲ 作成した三種類の染色液に共通する物質は銅イオンであることから、銅イオンが水酸化

カリウムと化合し、材料に何らかの影響を及ぼしたと考えられる。 
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

眞榮平 克輝    ホサイン ラキン  外間 海渡 

饒平名 文希    奥原 百香    多良 美輝 

ルミノールはどこまで光る！？ 

  

１.目的  

ルミノールによる化学発光実験 

（１）光の持続性について調べる 

（２）フェリシアン化カリウム（触媒）の代用となるものを探す。 

 

２.方法  

・Ａ液：水酸化ナトリウム２g＋水 18ml（10％） 

・Ｂ液：Ａ液 10ml にルミノール 0.05ｇを加える 

・Ｃ液：過酸化水素水（30％）2ml＋水 3.0ｍｌ(13％) 

・Ｄ液：Ｂ液にＣ液 1ml を加える 

・Ｅ液：フェリシアン化カリウム 2g＋水 8.0ml（20％） 

Ｄ液にＥ液を加えて発光の様子を調べる 

 

３.結果  

水酸化ナトリウムの濃度には適量（0.9％）があり、濃度が高すぎても低すぎても発光は持続し

ない。 

過酸化水素水の濃度には適量（16％）があり、濃度が高すぎても低すぎても発光は持続しない。 

フェリシアン化カリウムの濃度は発光時間に影響を及ぼし、適量（5％）がある。 

触媒を酵素（パーオキシターゼ）に変えても発光する。酵素の量が増えると発光量も増す。 

 

４.考察  

濃度は濃ければ濃いほど良いわけではなく、濃度には適量があることを知った。 

研究の目的の１つである光の持続性については、使用する薬品の濃度を変えて基準実験よりかなり

長く持続させることができた。そしてあと１つの目的である触媒の代用は、大根を用いることで成

功した。しかし、触媒の代用は、大根しかしていなく他の代用品を試すことができなかった。そこ

で新しい代用品を発見することによって、光をもっと持続させることができるかもしれない。 

 

 

 

Ｄ液 
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入選 
化学 

沖縄県立開邦高等学校 

米納 加菜    喜舎場 華予   田島 明莉 

与那嶺 成美      赤嶺 百香 

きれいな結晶を作るには 

１.目的  

・今回の実験では、二種類の物質（硫酸銅五水和物、ミョウバン）を用いて、どうすればよりき

れいな結晶を作り出すことができるかという観点から実験を進めていく。 

２.方法 

＜硫酸銅＞ 

実験１：方法別に結晶の出来やすさを検証 

実験２：基準を決める 

実験３：基準をもとに条件を変えて実験する 

＜ミョウバン＞ 

実験１：種結晶を作る 

実験２：結晶を成長させる 

３.結果  

＜硫酸銅＞ 

実験１：冷却法の方が決勝造りに適している 

実験２：種結晶の大きさは、質量が 2.0ｇ未満のものを小さい、2.0ｇ以上のものを大きいとする。 

実験３：種結晶の表面積が大きいと、始めのうちは増加量も大きくなる。 

＜ミョウバン＞ 

実験１：蒸発＋温度下降法が適している。 

実験２：縦長なビーカーに変えると成長量が大きく、正八面体をしている結晶を用いた方がつる

つるな面が多い。 

４.考察  

＜硫酸銅＞ 

・約 60℃のお湯の上部と、下部の温度変化を調べると、下部の方が上部より温度が低かった。

その結果から、温まって上昇していた物質が沈殿していくときに、急激に冷えると微粒子の段階

で固まって底に溜まるのを繰り返すので、種結晶につく分が減って成長が滞ってしまったと考え

られる。 

＜ミョウバン＞ 

・縦長のビーカーに変えると成長量が大きくなった。結晶が成長できる空間が広くなるため成長し

やすくなったと考えられる。 

・種結晶に正八面体の形をしている結晶を用いた方がつるつるした面が多かった。平らな結晶を用

いると、場所によって成長する速さが異なるため。歪な形になると考えられる。 
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入選 
化学 

沖縄県立辺土名高等学校 

宇栄原 麻亜子    新垣 夏実 

平南川・アザカ川の水質及び赤土流失についての研究Ⅱ 
 
１.目的  

沖縄県における赤土流出の現状は農地からの流出量が全体の 74％を占め、流出防止には個々の

農家の労力や費用の負担が課題となっている。また、赤土流失による肥沃土壌の損失も大きい。平

南川も農地からの赤土流出であることが知られており、大宜味村でもその対策や現状把握が進めら

れている。昨年度の水質調査と SPRS（河川底質中の懸濁物質含有量）では、アザカ川水系が汚染

されていることがわかった。そこで、私たちは平南川とその支流であるアザカ川の水質調査と赤土

流出の現状把握のため、継続調査を行う。 
２.方法  
Ⅰ化学的水質調査 

平南川とアザカ川の水質や赤土等の流出状況を知るために試薬や機器を用いて調査を行う。調

査地を P1～P6 とおいて以下の測定を行った。 
① 水温 ② 溶存酸素③ 電気伝導度④ pH  
⑤ COD・アンモニウムイオン NH４＋・亜硝酸イオン NO２－・硝酸イオン NO３－・リン

酸イオン PO４３－ ⑥ 濁度 
Ⅱ赤土の堆積量調査 

流れている水の中だけの赤土等の量だけではなく、これまでに流入してきた 
赤土等の堆積状況について判断するために調査を行う。SPRS（河川底質中の懸濁物質含量） 

３.結果 
Ⅰ化学的水質調査 

濁度や COD はアザカ川水系で高く、汚染されていることがわかった。またアザカ川 P6 地点

では硝酸イオンとリン酸イオンの値が高いことから耕作地帯の影響を受けていると考えられ

る。 
Ⅱ赤土の堆積量調査 

P6 地点の堆積量が も多いことがわかった。 
４.考察  
Ⅰアザカ川 P6 地点では硝酸イオンとリン酸イオンの値が高いことから耕作 

地帯の影響を受けていると考えられる。平南川 P3（平南川鉄橋）、P4（ター滝 
入り口）も COD の値が低いわけではなく、少し汚染されていることから、観光 
客の増加などもあり、今後の状態も注視していく必要がある。 

ⅡSPRS は赤土等の堆積状況を判断する指標であり、値が多きいほど河川底 
質中に含まれる懸濁物質が多いことになる。見た目に堆積量が多いと思われ 
た P1 と P2 地点が意外にも値が小さく、底質中の赤土等は海に流れていって 
しまったとも考えられる。今回の調査が 9 月と 10 月であったことから、下流 
域では夏場の台風などの影響で赤土等の土砂がすでに流されたと思われる。 
このことから、4 月～6 月のデータを取る必要性がある。P4 ター滝入り口は赤 
土が目視では確認できていないが、砂地であるためか 9 月と 11 月の値が高く、 
10 月と 12 月の値は低かったことから幅が出た。これ以降調査の回数を重ねる 
ことでより見識が得られると思われる。 
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入選 
化学 

沖縄県立南部農林高等学校 

亀川 愛佳    島袋 麗奈  上原 聖也  座嘉比 圭介  大見 恒貴 

津波 龍之介   神谷 佳来  具志堅 廉弥  瑞慶覧 大希   新垣 力 

国場川・長堂川の河川調査Ⅲ  

～きれいで遊べる川にするために～ 
 
１.目的  

私達が通う南部農林高校の近くには国場川と長堂川が流れている。国場川は１９８６年に「日本

でもっとも汚れている川」ワースト４に入っている河川でその後環境維持のために水質改善がなさ

れてきた。下流部の漫湖は１９９９年にラムサール条約にも登録されておりサギ類などの渡り鳥も

観測される。 
  長堂川は、国場川の支流で２００１年に行われた水生生物調査による水質評価では「大変汚い川」

と評価された。私達、南部農林高校では将来、国場川、長堂川が「きれいで遊べる川」になること

を目的として 2014 度から、国場川・長堂川の河川調査を行っている。 
 今年度は汚れのひどい長堂川の山垣橋付近で月 1 回の水質調査と水生生物調査を行うことにした。 
 
２.方法   

水温・気温、透視度、溶存酸素（DO）、電気伝導度（EC）、pH、化学的酸素要求量(COD)、窒

素化合物(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。  
 水生生物を採取し指標生物を用いて水質階級を調べた。 
 
３.結果  

水質調査の結果、電気伝導度（EC)が 5 月と 9 月高い値を示した。透視度はく、水は常に濁った

状態にあった。溶存酸素（DO)は 7 月、11 月が低く、5 月、10 月が高かった。硝酸イオン濃度は

9 月まで徐々に低くなっていったが 10 月、11 月は高くなっていった。 
 水生生物調査の結果、エラミミズ、ユスリカは常に採取でき、ティラピアも多かった。また、水質

階級の判定の結果、一昨年度、昨年度と同様、水質階級Ⅳの「大変汚い水」だということがわかっ

た。今回、外来種のプレコがこの場所で初めて確認された。 
 
４.考察  

今年度、山垣橋付近は 7 月、11 月に COD、アンモニウムイオン濃度、亜硝酸イオン濃度の値が

大きく、溶存酸素が低い値であったので貧酸素状態であったと考えられる。また、昨年に比べると

電気伝導度が高い値であったのは調査場所を 30m ほど下流の方へ移動した影響も考えられる。 
  昨年度の山垣橋付近の平均値と比較するとCODやアンモニウムイオン濃度は改善されているも

のの、リン酸イオン濃度や溶存酸素、透視度は悪化している。 
 水生生物調査は昨年同様、エラミミズやユスリカが多く確認でき、水質階級Ⅳの大変汚い水である

ことがわかった。今回の調査で外来種のプレコが確認できた。長堂川はスッポンやミシシッピアカ

ミミガメ（ミドリガメ）などの外来種が多く確認できる。外来種の調査が必要と思われる。また、

プラナリアが確認できたのは、長堂川周辺には湧水が何カ所かあり、そこから流れてきている可能

性がある。近くの湧水での調査が必要だと思われる。 
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入選 
化学 

沖縄県立南部農林高等学校 

奥平 亜美瑠   伊集 千博    新地 美希 

ソテツデンプンの利用法を考える Ⅰ 
 
１.目的  

ソテツは庭木や街路樹に使用されており、本校でも多く植えられている。実や幹からは良質なデ

ンプンが取れることから琉球王朝時代ではソテツを救荒作物として位置づけられていた。現在でも

奄美大島や沖縄の一部ではソテツのデンプンを使ったミソを作ったり、粥に入れたりして食する地

域もある。しかし、ソテツにはサイカシンという毒があり、毒抜き時間や手間がかかるためソテツ

の実があっても多くの人は利用しないで放置している。本校でもソテツの実は放置されているか、

破棄されている。 
私たちは放置されているソテツの実をもったいないと思い、ソテツの実からからデンプンを取り出

し、どのように利用できるか検討を行った。 
 
２.方法  

(1)文献を参考ししながらソテツの実からデンプンを取り出す 
(2)ソテツデンプンに関する実験 

   ①デンプンの検鏡  ②デンプンの糊化温度の測定  ③ヨウ素デンプン反応 
(3)ソテツデンプンで黒麹菌を 5 日間培養する 
(4)ソテツデンプン黒麹の pH、糖度、アミノ酸濃度の測定 
(5)ソテツデンプン黒麹からクエン酸を取り出す 

 
３.結果  

(1)ソテツの実の胚乳から約 40%のソテツデンプンを回収することができた。 
(2)デンプンの検鏡の結果、ソテツデンプンは球状の形をしており、大きさは片栗粉よりも小さ

く米粉やもち粉と同程度の大きさであった。ソテツデンプンの糊化温度  は 76℃で片栗粉

やもち粉に比べると高い温度であった。ヨウ素デンプン反応ではソテツデンプンは青紫色を呈

した。これは片栗粉と近い色であった。 
(3) ソテツデンプンでも黒麹菌は生育し、3 日目から黒麹菌の色がはっきりとし、5 日目では黒

麹菌が容器いっぱいに広がった。 
(4) ソテツデンプンで培養した黒麹は 2 日目で pH がもっとも低下し、3 日目から徐々に上昇し

た。糖度は 2 日目から糖度が高くなった。アミノ酸濃度は高くなっていた。 
(5) ソテツデンプン黒麹 100g から加熱乾燥して得られたクエン酸は 0.13g、エバポレーターで

の乾燥で得られたクエン酸は 0.38g であった。 
 
４.考察  

ソテツデンプンは片栗粉やもち粉に比べると糊化しにくく、十分な加熱が必要であることがわか

った。ソテツデンプンはヨウ素デンプン反応で青紫色を呈色したのでアミロースを多く含んでいる

と考えられる。 
 ソテツデンプンのみでも黒麹菌が培養できることがわかった。特に 2 日目の pH、糖度の変化が大

きかった。糖度はソテツデンプンで培養したが大きくなった。黒麹菌はクエン酸生産能が高いので

pH 下がったと言える。 
 ソテツデンプンと黒麹菌でクエン酸をつくることに成功した。しかし、収量は低かった。収量が低

い原因は 初、加熱で行う乾燥方法に原因があると考えていたが、エバポレーターで乾燥しても収

量は大きく変化しなかった。黒麹菌の培養方法やクエン酸の抽出方法に問題があると思われる。 
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入選 
化学 

沖縄県立向陽高等学校 

福里 明也   城間 愛梨   大城 みなみ 

化学薬品ゼロ！ 

～天然防腐剤の開発～ 
 

１.目的  

現在市販される化粧水の多くにいろいろな合成物質が含まれており、逆に天然素材が一つでも含

まれれば「オーガニク」と呼ばれることから、地元南城市で手に入る天然素材を利用した、天然素

材だけで出来た化粧水開発を目指した。天然素材のみで腐ったり、カビが出やすいことから、材料

が腐らない防腐効果と抗菌効果を持つ天然素材について調べることにした。 

 

２.方法   

滅菌シャーレにローゼル抽出液や、レモン、酢、ニガリ、蜂蜜、シークワーサー、ゲットウオイ

ルを加えた寒天培地を作成し、３週間放置し、カビや腐れについて検証した。 

防腐作用と防菌作用について比較する。また、市販されているローズマリーエクストラオイルと比

較しその効果を比べる。 

 

３.結果  

○レモン、蜂蜜では防腐、防菌効果は見られなかった。 

○酢、シークワーサー１００％の精油、月桃オイル蒸留水には防カビ効果は見られた。 

○ニガリには防腐効果が見られた。 

○ローズマリーエクストラオイル(市販)では防腐・防菌の両方が見られた。 

 

４.考察  

○酢については、食物を腐らせにくくし、又強い防カビ効果が昔から知られいるが今実験では防菌

効果のみが見られた。防腐効果については３週間維持できなかったが、濃度と効果を維持できる

期間など検証を進めたい。 

○ニガリについても、主成分の塩化マグネシウムが防腐効果を高めた可能性がある。 

○ゲットウ抽出液にはゲットウの持つシネオールが抗酸化作用が高く、抗菌作用があることが分か

っており本実験でも有効であったと考える。 

○オイル抽出液ではオイルの持つ防水、空気を遮断することでカビや雑菌の繁殖を防ぎ、効果があ

ったと考えた。 

 

今年度は、南城市の祭りでも試作品を販売するなど、目的を達成したが、次年度は、ゲットウや

その他の成分の効果を更に持続させ長期保存出来る化粧品の開発を目指したい｡ 
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入選 
化学 

沖縄県立球陽高等学校 

上運天 風華   豊里 咲夏    比嘉 結衣 

電気を使った炎色反応 

 ～静止画による炎色反応の解析とゲルを用いた検証～ 
 

１.目的   

炎色反応は、金属イオンなどが含まれている水溶液を白金棒などに付け炎の中に入れると、その

元素特有の炎が見られる現象である。この炎色反応が電気を用いても起きるのかどうかを検討した。

また、大根以外でも同じような反応が起こるかどうか検討した。 

 

２.方法 

(1)大根に金属イオンを含む水溶液を浸み込ませて、交流電流を流し観察した。その際、反応の様

子を静止画で撮影し、その静止画を画像解析ソフトにて解析し、炎色反応かどうかを判断した。 

(2)寒天やセルロースを用いてゲルを作り、交流電流を流して反応を確認した。 

 

３.結果  

(1)塩化ストロンチウム水溶液に浸けた大根に交流電流を流したところ、赤い光を放ちながら反応

が起きた。ストロンチウムの炎色反応は赤色であり、先に解析した塩化ストロンチウム水溶液の

炎色反応の画像解析の結果から、炎色反応が起きたと考えられる。 

(2)寒天を用いたゲルを作製し(1)の大根と同じ実験を行ったところ、同じような反応が見られた。

このとき、寒天を作製する際に用いた水溶液で観察される炎色反応と同じ色が観察できた。 

 

４.考察  

(1)塩化ストロンチウムに浸けた大根のから出る光の色と、水溶液を用いた炎色反応の炎の色が近

いことから、電気を用いても一般的な炎色反応と同じような反応が起きると考えられる。また、

静止画の解析から、炎色反応が起きているかどうかを判断することが可能だと考えられる。 

(2)寒天を用いてゲルを作製し実験を行ったところ、(1)の実験と同様の反応が見られた。このこと

から、ダイコンで起こった反応と同じ反応がゲルでも再現されていると考える。 

・今後の課題 

今回の実験で試すことができなかった別の水溶液などについても、実験を重ね、どのような反

応が起きるのか観察していき、反応が起きるためには何か条件が必要なのか考察していきたいと

考えています。 

- 394 -



 
 

入選 
生物 

沖縄県立沖縄水産高等学校 

大城 海人    市村 悠里    玉城 正武  

金城 明日菜    原中 夏海    八巻 剛士 

渡嘉敷産 ミナミメダカ復活プロジェクト！ 
 
１.目的  

本校では昔からメダカが飼育されていたが、この個体たちは 30 年前に保護された渡嘉敷産ミナ

ミメダカであるという噂があった。しかし現在、渡嘉敷島ではミナミメダカの存在は確認されてお

らず、地域絶滅したと考えられている。 
そこで私たちは、渡嘉敷島にミナミメダカを復活させることを目的とした。 

 
２.方法  

１、予備調査（メダカについて、県内の生息環境の現状の把握） 
２、個体数の確保 
３、ＤＮＡ鑑定による交雑の有無の確認 
４、渡嘉敷村教育委員会、渡嘉敷青少年交流の家への協力依頼 
５、現地調査による放流地の選定 
６、放流 

 
３.結果  

従来のメダカは４種に分けられ、県内に生息しているのは、ミナミメダカ琉球個体群であること

がわかった。しかし、その数は激減しており、多くの場所で地域絶滅を起こしている。現在の生息

場所も危機的状況である。 
ヤゴによる食害の防止や飼育環境の改善により、個体数は約 60 個体から 120 個体へ増やすことが

できた。 
ＤＮＡ鑑定の結果、琉球型の個体群であることが確定でき、県外産のものとの交雑は起きていない

ことがわかった。 
渡嘉敷村教育委員会から阿波連小学校を紹介してもらい、まずは小学校の池を使用し、現地でも飼

育してもらえることになった。 
島内の川の多くは河川改修工事により、直線化、三面護岸化されていた。 
今回は放流するところまではできなかった。 

 
４.考察  

本校で飼育されてきたメダカが、渡嘉敷産ミナミメダカで、現地では地域絶滅していることに驚

いたが、まずは交雑が起こっていなかったことと、個体数は増加傾向にあることが良かった。ミナ

ミメダカは意外と飼育環境にうるさく、環境の変化に弱い生物であることを実感できた。 
今回の現地調査は雨天や現地での交流などで詳しいデータを取ることはできなかったが、自然環境

下での放流は厳しく感じた。なので、まずは阿波連小学校の池を使い、現地での飼育から始めてい

き、ゆくゆくは環境整備をすることろまで行っていきたい。 
今後はさらに現地調査を重ねながら、島の子供たちや地域の人々に、ミナミメダカを通し、生物多

様性の意義を伝えていく予定である。 
１度地域絶滅した個体群が、他の場所で、交雑されることなく保護されていたことは非常に珍し

く、この試みが成功すれば、生物多様性の３つの柱である、遺伝子の多様性の観点からもとても有

意義なことである。よって、今後も研究を続け、ぜひとも成功させたい。 
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入選 
生物 

沖縄県立名護高等学校 

北村 澪 

嘉津宇岳のバタフライ・ウォッチングⅤ 

～年変動から分かる台風の影響～ 
 
１.目的  

今回の研究では、5 年間にわたる継続調査の中で、大型台風が通過した年と、しなかった年のチ

ョウの年変動調査から、台風による影響を調べた。また、昨年度から実施している環境の異なる 2
つのルート、嘉津宇岳入口～嘉津宇岳駐車場（ルート 1）、その下方の嘉津宇岳入口～国道 449 号

線に突き当たる付近まで（ルート 2）でチョウ類の比較を行った。 
 
２.方法  

年変動調査は、毎月 2～3 回、11 時頃にルート１において、ルートセンサス法を実施した。確認

できたチョウの種類と個体数を調査票に記録した。ルート間の比較は、2014 年 11 月 30 日からル

ート２においてもルートセンサス法を実施し、緑の豊かな環境（ルート１）と緑の少ない環境（ル

ート２）でチョウの比較を行った。また、温度と湿度の測定も行った。 
 
３.結果  

気温と湿度は、St.1 が St.2、3 より気温が低く、湿度が高かった。  
ルート 1、2 の種数、個体数は、 ルート１がルート 2 よりも高かった。  
まとまった緑の残る環境と、豊かな緑の残る環境の指標種は、いずれもルート１がルート２より、

個体数が多かった。  
年変動の種数、総個体数は、3～4 月に小さなピーク、5～8 月にかけて大きなピーク、10 月頃に

小さなピークがあるという年 3 回のピークが見られた。 
この 5 年間で、台風通過後は、チョウが激減し、また、翌年の春季の出現時期が遅れた。また、

台風が通過しなかった年は、個体数が増加した。  
さらに、今年は、台風が直撃しておらず、出現種数と総個体数ともに、高い状態で維持されてい

た。  
 
４.考察  

各調査ルートにおけるチョウの総個体数と、代表的出現種の個体数の比較は、 昨年度立てた仮

説、ルート１では「まとまった緑の残る環境」と「豊かな緑の残る環境」の指標となるチョウが多

くみられ、ルート２では「緑の少ない環境」のチョウが多く見られる。』 は検証できた。 
年変動の比較では、2011 年 10 月～2016 年 9 月まで、1 年間に 3 回程度、個体数のピークが見ら

れる種類が多かった。しかし、2012 年 8 月下旬から 9 月にかけて、台風が３つ通過したため、そ

の後、チョウの個体数が激減し、しばらく種類数と個体数が回復しなかった。  
台風により、食草が激減したため、チョウの生育に影響した可能性がある。  
台風通過後に比較的速く個体数が回復する種は、シロオビアゲハとナガサキアゲハであることが分

かってきた。 両種ともに食草がミカン類です。  
嘉津宇岳ではシークヮサーなどの栽培が盛んで、食草が豊富なことも、個体数回復の早さに関係し

ている可能性が考えられる。 
「緑の少ない環境」で見られる、モンシロチョウ、ヤマトシジミ、キチョウなどは、台風による影

響が見られなかった。 食草は、モンシロチョウはアブラナ科、ヤマトシジミではカタバミ科、キ

チョウではマメ科である。 それらは、食草の回復が早い可能性が高いと考えられる。 
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入選 
生物 

沖縄県立西原高等学校 

安里 正喜   武内 聖   比嘉 海斗 

糖の種類と濃度がニチニチソウ花粉管の発芽と伸長に及ぼす影響 

 

１.目的  

私たちは生物の授業で植物の生殖について学び，興味を持った。そこでニチニチソウに着目して

花粉の観察をする中で，私たちはニチニチソウ花粉の発芽および伸長には条件があるのか疑問に思

った。そこで寒天培地に用いる糖の種類と濃度を変えて，花粉管発の芽および伸長に現れた差異か

ら，培地の糖の濃度および種類がニチニチソウの花粉管発芽および伸長に及ぼす影響を考察した。 

２.方法  

ニチニチソウ花粉および柱頭から糖を抽出し，尿糖試験紙などを用いてブドウ糖などの存在を確

認した。花粉および花粉管のデンプンの有無はヨウ素ヨウ化カリウムで染色・観察した。花粉管の

伸長および発芽は 0.3mol/L に調整したブドウ糖など 5 種の糖培地で観察し，特にショ糖など 3 種

については濃度を 0mol/L，0.15mol/L，0.30mol/L，0.60mol/L に調整して実験を行った。 

３.結果   

ニチニチソウの花粉からはブドウ糖が柱頭からはショ糖および麦芽糖が検出された。デンプンは

花粉内では観察できたが，花粉管には到達していなかった。同一濃度下における花粉の発芽は，麦

芽糖および乳糖で高く，花粉管伸長速度はショ糖で高かった。異なる濃度下においては，ショ糖，

ブドウ糖，果糖とも濃度が高くなれば発芽率，花粉管伸長速度も高くなった。特にショ糖では濃度

によらず花粉管伸長速度が速い傾向が見られた。花粉管の発芽と気温の関係を見ると，20℃の時

が 30℃の時より発芽率は高くなった。一方，花粉管伸長速度は 20℃では極端に制限され，ほとん

ど伸長が見られなくなった。 

４.考察   

本研究結果より，ニチニチソウは花粉が柱頭に受粉すると，花粉表面のブドウ糖が柱頭表面の水

に溶け出し，花粉管発芽を促進するシグナルになると考えられる。発芽した花粉管は柱頭に含まれ

るショ糖や麦芽糖を取り込むと同時に花粉内のデンプンを分解しながら花粉管を伸長させると考

えられ，さらに，花粉内に蓄積していたデンプンが花粉管に移動しないことから，花粉内でデンプ

ンがアミラーゼによって麦芽糖に分解され，花粉管先端に輸送されていると考えられる。柱頭から

花粉管に取り込まれたショ糖や麦芽糖，デンプンを分解することで得られた麦芽糖はさらに分解さ

れて，花粉管内でブドウ糖と果糖になると考えられる。花粉管内のブドウ糖や果糖は，呼吸におけ

る ATP 合成の基質として使われるだけでなく，細胞壁の原料になると考えられる。 また，花粉管

発芽は低温の効率が良く，花粉管伸長は高温の効率が良かったが，これは，低温では吸水が緩慢に

なるため花粉の崩壊が少なかったためだと考えられ，逆に酵素反応が多く関与する花粉管伸長では

20℃が酵素の 適温度に達していなかったからだと考えられる。 
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入選 
生物 

沖縄県立開邦高等学校 

仲盛 はるな    城間 琳   新里 莉子 

又吉 莉子   屋良 菜々子  高安 穂乃香 

生きよ！ベタ 

～フレアリングによる適度な負荷とは～ 
 

１.目的  

淡水魚であるベタ類のオスは、縄張りに入る他個体を認識し、互いに背ビレや尾ビレ、エラを大

きく広げて威嚇する習性「フレアリング」がある。 

私たちは、ベタの健康状態が 適になるようなフレアリングの負荷があるのではないかと考え、調

べた。 

２.方法  

＜予備実験＞硬水と軟水のグループをそれぞれ２匹と３匹に分けて、元気度を比較する。 

＜本実験＞鏡を使って、鏡に映る自分に対してフレアリングをさせる。 

①フレアリングをさせる時間を、０分、５分、３０分のグループにそれぞれ分け、３つの

グループ間でベタの元気度を比較する。 

②フレアリングをさせる時間を、３０分、６０分、９０分のグループにそれぞれ分け、３

つのグループ間でベタの元気度を比較する。 

※元気度とは毎日のエサを食べる時間、ヒレの状態の変化をそれとみる。 

３.結果 

＜予備実験＞軟水→３匹とも変化なし 

硬水→１匹死亡、残り１匹は生存、しかしヒレの状態は悪化 

＜本実験＞①０分→全滅 

５分→３匹死亡、残り１匹のヒレの状態も悪化 

３０分→３匹死亡、残り１匹のヒレの状態も悪化 

②３０分、６０分、９０分→フレアリング時間が長くなるにつれ、生存日数の平均値は上

がった。 

４.考察  

＜予備実験＞ 

・軟水で飼育した個体→水は透明な状態が保たれた。 

・硬水で飼育した個体→水質悪化が見られた。⇒ベタを飼育する際に も適している水は 軟水 

＜本実験＞①フレアリング時間が長くなるにつれ、生存日数の平均値は上がった。 

⇒今回の実験ではフレアリング３０分がベタの生存に 適 

②フレアリング時間が長くなるにつれ、生存日数の平均値は上がった。 

⇒今回の実験ではフレアリング９０分がベタの生存に 適 
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入選 
生物 

沖縄県立開邦高等学校 

新垣 光美    新川 光   金城 真紀 

新里 南々子    福本 涼香 

味方はあなたの足元に 

～植物成分による防カビ効果の研究～ 
 
１.目的  
沖縄の身近な薬草の葉の成分を抽出した抽出液に、防カビ効果があるかを調べ、実験結果をもとに

実用的使用法を見つけ、人間生活に還元できるようにすることである。 
２.方法  
実験１ 
①クワ、センダングサ、オオイタビを採集し、洗浄・乾燥させオリーブオイルに２週間、４週間、

６週間に分けて漬ける。（植物成分の抽出） 
②①作ったオリーブオイルを、各種同じ大きさに切ったジャガイモに塗り、シャーレにのせる。（ジ

ャガイモは予備実験で培地に 適だと判断した） 
③経過を観察する。 

実験２ 
①クワ、センダングサ、オオイタビを採集し、洗浄・乾燥さる 
②加熱して、葉の色素が溶けだしたエタノール（ⅰ）、乾燥させた葉をエタノールに１日漬けたも

の（ⅱ）、漬けこむ当日に採集した葉をエタノールに１日漬けたもの（ⅲ）を植物１種類ごとに

それぞれつくる。（計９瓶分） 
③②で作った抽出液を各種同じ大きさに切ったジャガイモに塗り、シャーレにのせる。 
④経過を観察する。 

３.結果  
定義： Level１（カビのコロニーが１つ）、Level２（カビのコロニーが２～５つ程度）、Level３
（カビが媒体の面積の五割を覆う程度）、Level４（八割程度）、Level５（全体を覆う程度）、Level
６（著しくカビの発生量が多いもの） 
実験１ 
・オオイタビの抽出液が、カビが生えるまでの日数とカビの量が一番少ない。 
・センダングサとオオイタビは抽出期間が長いほど防カビ効果があった。 
・クワは 4 週間漬けのみ著しい量のカビが発生した。 
・オリーブオイルのみでも未処理のものと比べ、カビが生えるまでの日数とカビの量が少ない。 
実験２ 
全てのジャガイモに一日で Level4、二日で Level5 のカビが発生した。 

４.考察  
実験１より 
・３種類の植物の中でも一番オオイタビの葉に防カビ効果がある 
・クワの葉は抽出するのに時間がかかる 
・オリーブオイル自体に効果がある 
・抽出液は葉を漬ける日数が長いほど効果がある 
実験２より 
・エタノールは気化しやすく、滴下後、抽出した成分がジャガイモに付着する時間が短かった。 
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入選 
生物 

沖縄県立開邦高等学校 

金城 未来    任田 くるみ   伊良波 梨奈 

金城 伶奈     中村 百香 

防げ！お肌の砂漠化！NEVER GIVE UP！ 

～オクラの粘り気成分の活用法～ 
 
１.目的  

沖縄で生育しやすく、近年その栄養価値が注目されているオクラの、粘り気の主成分“ムチン”

に高い保湿性があると知り、ムチンを多く含むオクラの実にも同様に保湿力があると考え、実験行

ってその保湿効果を調べることにした。 
また、オクラは実だけでなく茎や葉にも粘り気があり、保湿力を持つのではないかと考え実験する

ことにした。 
 
２.方法  

１．オクラの粘り気の抽出液を作成し、作成した１５°の斜面に流す。斜面を流れ落ちるのにか

かった時間でその粘り気を比較する。 
２．オクラペーストを切り餅の表面に塗布して３０分後に取り除き、３時間後にその乾燥具合を

観察した。１５分後に取り除く。 
３．オクラの粘り気を抽出した液にスライス餅を浸し、１５分後に取り出す。その後一時間ごと

にその質量を計測する。 
 
３.結果  

実験１流れ落ちる時間は、遅い方から角オクラ、丸オクラ、茎、水の順となった。 
実験２市販のハンドクリームを塗った餅は表面にあまりひび割れがなく、オクラペーストや水を

塗布したものは表面全体にひび割れが生じていた。 
実験３茎を使用した粘り気抽出液に浸した餅の質量変化が も小さかった。 
１～３時間後までの丸オクラ・角オクラの粘り気抽出液と水・化粧水を塗布した餅の質量減少

の値はほぼ等しくなった。 
 
４.考察  

実験（１）粘り気の強さは オクラの茎 ＜ 丸オクラ ＜ 角オクラ となる。 
実験（２）オクラペーストを塗付した餅と水を塗付した餅との間に差が見られなかったが、その

理由として実験で作成したオクラペーストには木質化した繊維質が多く、それが乾燥

してしまったことがあげられる。 
実験（３）結果より、オクラの茎の粘り気抽出液は市販の化粧品以上の保湿力を持っていると考

えられる。→実用化への期待 
実験（３）の結果は “粘り気が強いほど保湿力がある”という仮説に反する。丸・角オクラの

粘り気抽出液は、実を刻んで出てきたペクチンの効果も相まって、より粘り気が強くなったと考え

られる。総合すると、保湿力はペクチンに関わらずムチンの含有量によって変わると考えられる。

今回、全実験で温度・湿度を揃えることができず、水に浸した餅の結果とそのまま放置した餅の結

果がその日の天候によって大きく変化することがあったので、オクラの実の粘り気抽出液が保湿性

を持つかはこの実験では判然としない。 
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入選 
生物 

沖縄県立北部農林高等学校 

中野 陽葉   仲宗根 和哉    金城 昌英  

東江 涼夏      玄番 雛 

北農校内に生息する淡水魚調査 

１.目的  

私達がすむ沖縄県には大小合わせて 260 の河川が存在している。現在、外来魚が生息域を拡大

させ、在来魚の生息域が減少しているといわれている。また、沖縄本島に生息する陸水性魚類のほ

とんどは通し回遊魚であり、川と海を行き来して生活している。淡水中でのみ生活する純淡水魚は

ドジョウ、タウナギ、タイワンキンギョ、メダカ、フナ、キバラヨシノボリ、アオバラヨシノボリ

の 7 種のみである。北部農林高等学校には、1966 年に造成された植物園があり、灌水用貯水池や

校内の雨水が流れ込むように設計された水路がある。現在では植物園は放置されている状況である。

そこには沖縄本島では希少種となったドジョウやタウナギがたびたび、目撃されていた。そこで私

たちは、校内にある水 路で採集を行い、純淡水魚であるドジョウやタウナギの生息状況を確認す

ることにした。また北部農林高等学校農場でも同様の調査を行った。 

２.方法   

北部農林高校の潅水用貯水池に続く水路にて、採集を行った。採集時には、水路の水が干上がっ

ており湿った泥をスコップで取り、泥を洗い出してドジョウおよびタウナギを採集した。また、北

部農林高校農場水路にトラップを設置し、魚類採集を行った。 

  採集したドジョウは標準体長を、タウナギは肛門前長を計測した。また、ドジョウは腹鰭先端、

タウナギは尾鰭切除し、一般財団法人沖縄美ら島財団総合研究センターに遺伝子解析を依頼した。

さらに、北農周辺の過去の自然環境、過去の水路の開発履歴及び校内の農薬使用状況を北農関係者

（40〜80 代）に聞き取り調査を行った。 

３.結果  

水路にて、ドジョウは 42 個体、タウナギは 16 個体を採集した。ドジョウは 小の体長が 48mm

であり、 大体長は 58.4ｍｍであった。タウナギは、 少の肛門前長は 51.9ｍｍであり、 大の

肛門前長が 115m であった。また、美ら島財団研究センターでの遺伝子解析の結果はドジョウ、タ

ウナギともに在来集団の系統であると判断された。さらに聞き取り調査により、1949 年当時は校

内周辺の湿地や水田にドジョウおよびタウナギの生息情報や、1958 年当時に校内の井戸での目撃

情報を得ることができた。 

農場でのサンプリングではタイワンキンギョ 2 個体を採集することができた。 

４.考察 

本研究により、校内に生息するドジョウおよびタウナギは在来集団であり、タイワンキンギョを

含む純淡水魚は 3 種はいづれも絶滅危惧種である。今後はこれら希少なドジョウやタウナギ、タ

イワンキンギョの生態や外来魚との関係などを明らかにし生息環境を保全していく必要がある。、 
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入選 
生物 

沖縄県立南部農林高等学校 

座嘉比 圭介   大見 恒貴 

津波 龍之介   上原 聖也 

校内を流れている河川の調査 

１.目的  

私たちの通う南部農林高校の中には長堂川の支流が流れている。毎日、見ている川の中にはどの

ような生物が住んでいるのか、また、水質は良いのか悪いのかに興味を持ったので調査することに

した。 

 

２.方法   

水質調査は水温・気温、透視度、溶存酸素（DO）、電気伝導度（EC）、pH、化学的酸素要求量

(COD)、窒素化合物(アンモニウムイオン、亜硝酸イオン、硝酸イオン)、リン酸イオンを調べた。  

 水生生物を採取し、図鑑などを用いて種の同定を行ったり、指標生物を用いて水質階級を調べた。

また、カニ網を用いてどのような生きものが捕れるか調べてみた。 

 

３.結果   

住んでいる動物はティラピア、オオヒライソガニ、オオウナギ（目視）、ハゼ類（目視）、グッピ

ー、テナガエビ、オタマジャクシ（目視）、サカマキガイ、モクズガニ、カワ二ナ、ヒル類、ヤマ

トヌマエビ、エラミミズ、ミシシッピアカミミガメ、スッポンなどが確認できた。 

  水質は pH が 7 付近で、電気伝導度は 0.49～0.85mS/S の間であった。COD の値は 7 月が高く、

硝酸イオン濃度は 5 月、10 月が高い値を示した。溶存酸素は 6 月、7 月、11 月が低い値を示した。

透視度は 29cm 以上であった。 

 

４.考察   

校内を流れている川には多くの動物が確認できた。指標生物を用いた水質階級の結果、水質階級

Ⅳの大変汚い水であった。しかし、カワニナやヒル類なども多く確認できたので長堂川よりは水質

は良いと思われる。 

  水質調査でも、透視度や溶存酸素、COD、硝酸イオン濃度は長堂川よりも良好な結果が得られ

た。しかし、リン酸イオン濃度やアンモニウムイオン濃度は長堂川と同程度の値であった。上流に

は農地が多いので肥料などから流れ出たものと思われる。 

  また、ティラピア、グッピー、スッポン、ミシシッピアカミミガメなどの外来種も確認できた。

今後、継続して調査していく必要がある。また、目視ではあったがウナギも確認できた。種類を同

定していきたいと考えている。校内を流れる川にはキセキレイやハクセキレイ、カワセミ、コサギ、

バン、アオサギなど留鳥や渡り鳥も多く飛んでくる。今後は鳥類も含めた調査を行っていきたいと

思う。 
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入選 
生物 

沖縄県立向陽高等学校 

新川 凜      新里 海咲 

植物抽出液におけるカビへの抗菌作用について 

１.目的 

向陽高校内に生息するカビを培養し、そのカビの成長を抑える条件を調べる。 

また、植物の抽出液が持つ抗菌作用を調べ、その作用について調べる。 

２.方法  

１、向陽高校内でカビを採取し、同定する。また、カビの培養に 適な寒天培 

地を作成する。寒天培地を作成後、それを利用し継続的に培養を続ける。 

２、採取したカビを培養同定し、それを利用し身近で健康によい植物(①ミン 

ト、②ニガウリ、③ニンニク、④パセリ、⑤ワサビ、⑥ゲットウ、⑦長命草) 

を水で抽出し、抽出液を利用し抗菌作用を確認する。 

３、効果の見られたニンニクとゲットウについて、その抗菌作用について、カ 

ビキラーとの比較や、濃度を変えるなど更に検証する。 

３.結果  

○涼しい時期に理科室の流しで採取できたカビは、アカカビ(フザリウム・グ 

ラミネアラム)だと同定できた。 

○身近で健康に良いと思われた植物で、②ニガウリ、④パセリ、⑦長命草には 

このカビに対する抗菌作用はなく、①ミント、③ニンニク、⑤ワサビ、⑥ゲ 

ットウに効果が見られた。特に③ニンニクにその効果が高く⑦ゲットウは 

ニンニクに比べ、効果は弱いが臭いもなく、身近な自然で手に入ることで有 

効な植物だと考えた。 

○ゲットウは少量では、抗菌作用があまり見られなかったが、濃度を上げるこ 

とで菌糸の成長を抑制し、培地が赤くなるのを抑制した。 

４.考察  

○ニンニクの抽出液には抗菌・殺菌作用の高いアニリン(インターネット検 

索)が含まれており、本実験で使用したアカカビにも有効だと考えた。 

○ゲットウのもつ芳香成分シオネール(インターネット検索)は抗菌作用を持つことが知られて

おり本実験で使用したアカカビにも有効だと考える。 

○ニンニク抽出液では殺菌作用もあり、カビを弱らせるが、ゲットウの抽出液 

は、菌糸の成長を抑え、特に胞子形成を遅らせる効果があった。カビ毒等 

が空気で拡散されるのを抑えるのに有効である。 

○今後、ゲットウの持つ成分について水以外の抽出液で抽出し効果を高める 

ことができないか、あるいはゲットウの葉以外の部分で（根・茎・新芽）な 

どを比較することで効果に違いがあるかなど検証を進めたい。の開発を目指したい｡ 
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入選 
生物 

沖縄県立向陽高等学校 

城間 俊紀    宮國 雅士 

城間 達実     青栁 楽 

シリケンイモリの飼育下における摂食行動と２年間の体長変化 
 
１.目的  

沖縄島南部に生息する固有種「シリケンイモリ」の長期飼育実験を行うことで、上陸後繁殖可能

な個体になるまで観察を続ける。また、飼育下ではどのような摂食行動を行うか実験を行う。 
 
２.方法   

野外より産卵可能なつがい個体を捕獲し、産卵させ、卵の発生過程を観察する。小型ゲージと(今
年)自然状態を再現した大型ゲージで餌付けを行い、餌の捕獲について各種検証実験を行う。飼育

個体は個体識別し、一年目と二年目の体長変化についてまとめた。 
また、昨年、イモリが形や色により餌を判別していることを確かめたが、反応が鈍く、追加実験と

して臭いと動きの有無でどう反応するか確かめた。 
 
３.結果  
観察結果： 
○昨年２１個体が上陸し、２年目まで１２個体が生育を続け、生育の良い３個体とそうでないグ

ループにわかれた。 
自然状態に近い大型ゲージの観察より、通常は岩場に隠れ数匹が固まってじっとしている。普

段は水辺に近寄らないが、繁殖期の１２月頃から９０ｍｍを超える成長のよい個体が水辺に長

時間いるようになった。  
○９０ｍｍ程度の個体では繁殖期に生殖孔を比べ雌雄判別が可能になる。また、全長と体長の比

は、雄が５０％：１００％であるのに対し雌は４５％：１００％と尾が長めであり、上陸２年

目から判別が可能になる。 
実験結果： 
○(ラップし臭い無い)動きのある餌に引き寄せられ、反応を示す。 

また、生きた青虫などは捕獲できたが、カメムシなど動きの速い昆虫の捕獲はできなかった。 
○臭いをつけたシャーレ（餌は無い）に引き寄せられ集まった。昨年形や色を識別したが、動き

や臭いにより強く反応し採餌してることがわかった。 
 
４.考察 

○成長が良好な個体グループの成長曲線より推測し、上陸から３年半で平均的な体長に生育する

と推定できる。 
○生育の良いグループとそうでないグループに分かれたのは、通常群れて岩陰に隠れているが、

餌を見つけると体長の大きな個体が優先的に餌を奪ってしまい大きな個体がより成長しやす

いためだと考えた。これは、自然環境で繁殖可能な個体が生き残りやすくなる。 
○動きの鈍いイモリは、動きや臭いに反応し、小型な昆虫や弱った生物を捕食していると考えら

れる。 
○９０ｍｍ程度になると雌雄判別が可能になり、繁殖期に水辺に入る個体も現れたことから、実

際に繁殖可能か検証し、野外での確認も行いたい。 
○今後も飼育観察を続け、シリケンイモリの生態や餌の生息環境を解明し、南部のシリケンイモ

リの保護に役立てたい。 
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入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

町田 佳生莉     外間 廉志     宮城 浩太 

辺土名高校内のアリ相Ⅱ 
 
１.目的  

森林から都市域の公園や建物内までどこでも見ることができるアリ。一見小さくてみな同じよう

に見えるが、生息環境・食餌・体のつくり・体色などに違いがあり、アリは日本で 296 種、沖縄

県ではそのおよそ半分に当たる 146 種が生息する。そこで、県内でも自然が多く残るヤンバルに

立地する本校ではどのような種のアリが生息するか、昨年度に先輩達が行っていた調査を引き継い

で調査することにした。 
 
２.方法   

本校敷地内の 3 地点（T0001、T0002、T0003）を調査地点とした。調査地点の範囲はそれぞれ

約 400 ㎡とし、その範囲内で単位時間採取法を用い採取した。採取期間は 2015 年 9 月～2016 年

12 月までとした。また、2016 年 9 月から 12 月の間に本校の裏に面する山でも 3 回採集を行い、

校内のアリ相と比較した。 
 採取したアリは双眼実態顕微鏡で観察し、沖縄のアリ類（2009 年）と日本産アリ類図鑑（2014
年）を参考に同定した。 

 
３.結果    

T0001～T0003 の 3 地点で合計 4 亜科 16 属 25 種採取できた。 
 も多かったのはオオズアリ属、次いでオオシワアリ、クロヒメアリ、アシナガキアリとなった。

クロヒメアリ、フタイロヒメアリ、オオズアリ属、オオシワアリ、キイロハダカアリ、ヒメハダカ

アリ、ケブカアメイロアリ、ヒゲナガアメイロアリはどの地点でも採取できた。 
  T0001 のみで採取できたのはカドヒメアリ、リュウキュウアメイロアリ、クロトゲアリ、ホソ

ウメマツオオアリであった。 
T0002 のみで採取できたのはニセハリアリ、フタモンヒメアリ、イカリゲシワアリ、アシジロヒ

ラフシアリであった。 
T0003 のみで採取できたのはカドハダカアリ、ヒラズオオアリであった。 

   各調査地点での年間の種の変化として、オオシワアリやクロヒメアリなどは年間をとおしてコ

ンスタントに採集された。アシナガキアリは T0001 においては毎回採取されたが T0002 では一定

の期間のみ採取できた。 
 
４.考察   

T0001、T0002、T0003 の 3 地点別での種数は T0001 が も多くの種を採取できたのは、様々

な環境によって多様な種のニーズに応じることができたためだと考えられる。 
  今回の調査で採取されたオオズアリ属を除く 24 種のうち、14 種は外来種である。また、3 地点

全てで採取することができた 7 種のうち 6 種が外来種である。以上のことから外来種が在来種よ

りも勢力が強いこと、様々な環境への適応能力があることが考えられる。外来種の一つのアシナガ

キアリは比較的人が通る T0001 では優占種となったが、グラウンド端で人通りの少ない T0003 で

は全くいなく、体育館裏の T0002 でも一定の期間のみしか採取できなかった。行動範囲も広く、

建物内や草地、岩肌などあらゆるところで見かける。こぼれたジュースやお菓子の食べかすなどに

はいち早く集まってくるところから人の生活圏を好んで住み着いていると考えられる。 
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入選 
生物 

沖縄県立知念高等学校 

幸地 佑     呉屋 孝亮    平良 未来 

ツグミ科２種の外部形態と骨格の比較 

－渡りとの関係を中心－ 
１.目的   

系統的に近縁なシロハラ（渡り鳥）とイソヒヨドリ（留鳥）について、「シロハラのほうがイソ

ヒヨドリよりも長距離飛翔に適した形態的特徴をもつ」という仮説を立て、それから導かれる予測

を、外部形態・筋肉・骨格などの観察・計測を通して検証することを目的とする。 

２.方法   

生物教室に冷凍標本として保存されていたシロハラ・イソヒヨドリ各１個体の外部形態の観察後、

解剖して内蔵・筋肉を除去し、温水や入れ歯洗浄剤に漬けるなどの処理をしながら日数をかけてて

いねいに骨格標本を作製し、観察・計測をおこなった。３名が標本の作製・処理、撮影、記録と、

連携を取りながら作業を進めた。 

３.結果  

【外部形態】①初列風切羽の数はシロハラ（9 枚）のほうがイソヒヨドリ（8 枚）よりも多かった。 

②初列風切羽の長さはシロハラ（125.7mm）のほうがイソヒヨドリ（119.0mm）よ

りも長かった。 

【筋肉】③風切羽を動かす胸筋の重量がシロハラ（11.0g）のほうがイソヒヨ 

        ドリ（3.1g）よりも発達していた。 

【骨格】④胸筋が付着する胸骨の竜骨突起の大きさ（面積）はシロハラ（79.8 

        ㎟）のほうがイソヒヨドリ（31.2 ㎟）よりも大きかった。附録 

【その他の観察・記録】格各部位の計測値をふくめた附表（生データ） 

             羽毛などの資料のファイル 

４.考察  

【仮説の検証】 

予測１「推進力を得る初列風切り羽がシロハラのほうが数が多い」は、結果 

      ①より支持された。 

予測２「推進力を得る初列風切り羽の長さがシロハラの方が長い」は、結果 

      ②より支持された。 

予測３「風切羽を動かす胸筋がシロハラの方が発達している」は、結果③よ 

 り支持された。 

予測４「胸筋が付着する胸骨の竜骨突起がシロハラのほうが大きい」は、結 

     果④より支持された。 

【まとめ】 

  体形・大きさ・食性などの多くの共通点をもち、系統的に近い２種を比較することによって、渡

り鳥か留鳥かという生活の仕方の違いで飛翔に関わり形態の違いを説明できることがわかった。 
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入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

金城 実希     新垣 夏実 

田嘉里川周辺におけるバタフライ・ウォッチング 

～チョウを用いた緑の環境診断～ 
 

１.目的   

チョウの幼虫は食べる植物が決まっていて、チョウの幼虫が食べる植物のことを食草という。従

って、チョウの成虫を観察することで、その地域の緑の豊かさがある程度分かる。チョウを通して

緑の豊かさを調べることを、バタフライ・ウォッチングという。本研究では、環境の異なる２つの

調査ルート〔屋嘉比橋～田嘉里川上流砂防ダム（ルート 1）、その下方の屋嘉比橋～田嘉里川中流

砂防ダム（ルート 2）〕の２つのルートを設置し、チョウ類の比較から緑の豊かさを調べるととも

に、チョウの年変動調査も実施した。 

２.方法  

２つの調査ルートにおいて 2015 年 12 月～2016 年 12 月まで、毎月 2 回ルートセンサス法を実

施し、確認できたチョウの種類と個体数を調査票に記録した。指標種であるチョウの環境区分（「緑

の少ない環境」、「まとまった緑の残る環境」、「豊かな緑の残る環境」）ごとに、確認できたチョウ

の得点を集計し、ルート間での総合点の比較を行った。 

３.結果  

ルート 1 では、ルート 2 と比べて、種類数と個体数が多く、特に「まとまった緑の残る環境」

の指標となるチョウ(アオスジアゲハ、イシガケチョウ、ナガサキアゲハ等)が多く確認できた。。

ルート 2 では、ルート１と比べて「緑の少ない環境」の指標となるチョウ(モンシロチョウ、キチ

ョウ等)が多く見られたが、「まとまった緑の残る環境」の指標となるチョウ（イシガケチョウなど）

も多く確認できた。特にイシガケチョウは、調査日によっては数十個体が集団で確認できた。「豊

かな緑の残る環境」の指標種であるコノハチョウやモンキアゲハなどは個体数は少ないが、両方の

ルートで時々確認できた。 

４.考察  

調査結果から、ルート 1 の方がルート 2 よりも緑が豊かであると考えられる。しかし、ルート

２においては、「まとまった緑の残る環境」の指標となるチョウのうち、イシガケチョウやアオス

ジアゲハが集団で確認できることがあった。ルート 2 の川沿いの道は、舗装されておらず、雨上

がりには水たまりが多数見られる。この水を飲むために、イシガケチョウやアオスジアゲハが多数

飛来するようである。また、周辺環境も比較的緑が豊かであるため、ルート１と同様に、チョウに

とって重要な生息環境となっていると考えられる。本調査結果は、今後、辺土名高校や饒波川での

調査を比較する上で、貴重な年間データとなり得ると考えられる。 
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入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

村田 瑞貴    金城 実希   新城 隼人 

新垣 夏実      伊是名 良平 

大保ダム流域における水生生物調査 Ⅴ 

 ～ダム運用後の経年変化～ 
 
１.目的   

本校は沖縄本島北部（通称：やんばる）の高校で、県内唯一の環境科が設置されている。本校の

位置する大宜味村に大保ダムが建設され、運用開始から約 5 年が経過した。ダム運用後の生物調

査データはないため、現況把握のため上流からマングローブ、さらに河口（塩屋湾）までを含めた

水生生物調査と水質調査を授業で実施した。大保ダム建設前の生物調査データを入手し、建設前

（1988(S63)～1994(H6)年）と運用後（2012(H24)～2016(H28)年）の確認種の比較を試み、ダム

による影響を考察し、保全につなげる活動を行った。さらに、回遊生物の移動分断の程度を調べる

ために、ダム附属魚道の有効性を考察した。 
 
２.方法   

河口から上流まで合計 8 地点を設置し、2015 年 4～12 月まで調査を実施した。簡易水質測定器

（5 項目）とパックテスト（6 項目）を使用した水質調査を実施した。各地点において、タモ網を

用いて約 30 分間採集を行った。その後、種の同定及び個体数の計数を行った。 
 
３.結果  
  大工又川では、硝酸イオンが 10～45mg/L(平均 14.6mg/L)と非常に高かく、リン酸イオンもや

や高かった（平均値：0.56mg/L）。それ以外では、水質状態はおおむね良好であった。下流域では、

甲殻類の種類数が多く、上流河川（Ａ，Ｃ）では大部分を水生昆虫が占める。上流 E では水生昆

虫以外にオキナワミナミサワガニや希少な両生類の成体と幼生が確認できた。止水域であるビオト

ープと上流湿地では、水生昆虫の種数が占める割合が高かったが、両生類も確認できている。5 年

間にわたる継続調査から、回遊生物の移動分断が起こっていることが明らかとなってきた。そこで、

魚道の様子を撮影したところ、水が流れていない時期があることが分かった。また、ダム上流域で

の回遊生物の確認種では、ビオトープでは 6 種類確認できたが、ダムに接した流入河川と上流 A,C
ではクロヨシノボリしか確認できず、上流 E では 1 種類も確認できなかった。 

 
４.考察   

水質においては、ダム下流域でやや水質悪化が見られるが、その他は比較的良好であった。下流

の大工又川ではリン酸と硝酸が高かったことから、集水域の畜舎や耕作地が汚濁源である可能性が

高い。ダム下流魚道では水生昆虫相の年変動が激しいことから、ダムの放水量によって水生昆虫が

人為的撹乱を受けている可能性が示唆された。今回新たに調査地点に加えた上流Eは細流であり、

オキナワミナミサワガニや希少な両生類の生息地となっていることが明らかとなった。顕著なダム

による影響は、ダム上流河川においては回遊性のヌマエビ類 ・テナガエビ類の種数が減少傾向に

あり、特にテナガエビ類は全く確認できなかったため、ダムによる移動の妨げが起こっている可能

性が高いということである。また、ダム附属魚道では水が流れていない時期が確認されたことから、

降水量の多い時期しか回遊生物は魚道を利用できず、さらに、ビオトープよりも上流域にはほどん

ど移動できていない可能性が示唆された。
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入選 
生物 

沖縄県立辺土名高等学校 

奥間 樹生    神山 知紀    辺土名 朝蓮 

「辺高生き物博物館」をつくろう！その弐 
 
１.目的   

本校は沖縄島 北端の高校として多くの人材を輩出し、今年度創立 70 周年を迎えた北部の伝統

校である。2002 年に環境科が設立されてからは、「やんばるの自然」を教材として、フィールドで

の実習や自然科学の研究に力を入れ、多くの実績を上げてきた。そこで、世界自然遺産登録を目指

している「やんばる」の高校として、「辺高生き物博物館」を立ち上げ、生徒・職員及び来校者の

生物に対する興味関心を高めるとともに、学習のきっかけをつくることを目的とし、製作を始めた。 
 
２.方法  

①野鳥の剥製を製作し、展示する。 
②昆虫の標本を製作し、展示する。 
③生体展示としてテーマ別の水槽立ち上げる。 
④生物の写真を撮影し、展示する。 
⑤生物の骨格標本を製作し、展示する。 
⑥辺高祭（学園祭）で生き物館を開館する。 

 
３.結果 

①野鳥の剥製については、友利哲夫氏の指導を受け、製作にあたった。 
②学校周辺で見られる昆虫を採集し、アクリル樹脂標本を作製した。 
③昨年度から立ち上げている水槽の維持・管理において、水槽の水漏れや夏場の水温の上昇など

のトラブルが多くあった。 
④理科室の廊下の壁を利用して、生徒や職員が撮影した生物の写真を掲示し、生徒や訪れた人々

に紹介した。 
⑤地域の方から譲ってもらったイノシシの頭骨を溶剤につけきれいに磨いた。 
⑥生き物館にはヘビ類やオオゲジなどの珍しい生物の展示をおこなった。50 名以上の来客があ

った。 
 
４.考察  

①野鳥の剥製製作は本校においては継続であるが、毎年違う生徒であるため技術の習得が難しい。 
②クワガタムシやカブトムシを研究のために採集し、飼育、繁殖を行い、死んだ個体を標本とし

て使用した。アクリル樹脂標本は昆虫とアクリルの間に空気が入ってしまい、きれいに仕上げ

ることはできなかった。 
③水槽については夏場の水温の上昇、水質の維持に 新の注意が必要である。 
④写真展は生体展示や標本と違って手間が少なく、多くの生物を紹介できるため有効である。 
⑤イノシシの頭骨が手に入ったため、普通のブタとアグーと並べて展示することで野生の獣と家

畜を比べることができる教材となった。 
⑥学園祭での「生き物館」は 3 年目であったが、毎年楽しみにしている人もいて大盛況であっ

た。本校の特徴をアピールすることができた。 
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入選 
地学 

沖縄県立八重山高等学校 

大城 雄矢   金城 寛    垣花 龍 

石垣島の光害（ひかりがい）調査 

 

１.目的  

石垣島のきれいな星空を守っていく上で、夜に島を灯す明かりが星空に影響しているのかではな

いかと考え、光害について調査し、その原因を見つけ、解決方法を探す。 

２.方法 

（１）各地点のＳＱＭ値と気象条件の関連を調べる。 

（２）光害ランキングを作成する。 

（３）自動販売機の光害への影響を調べる。 

（４）街灯の種類と光害の関係を調べる。 

（５）平常時と停電時のＳＱＭ値を比較する。 

３.結果  

（１）光害ランキングは車両用信号が 9.04 等級で一番明るく、スーパーが 16.12 等級で一番暗か

った 

（２）各地点の気象条件と明るさは湿度が高ければ等級が大きく、湿度が低ければ等級が小さくな

っていた。 

（３）自動販売機は２ｍ以上離れると光害の影響が小さくなる。 

（４）光源からの距離が遠くなれば、ライトの個数が変わっても光害の影響は変わらない。 

（５）平真小学校前は、停電前と停電後でＳＱＭ値の差が小さかった。スーパーでは、停電前と停

電後でＳＱＭ値の差が大きかった。 

４.考察  

（１）光害ランキングでは 1 位、2 位、3 位全て、光源が高い位置にあるものが上位にランクイン

していることから、光源が高い位置にあるほど光害の影響が強いと考えられる。 

（２）湿度が高いときは雲が多く発生しやすいため等級が大きくなり、気温が高いときに湿度も高

くなっているので、雲が発生し、雲が多く含んでいる水分子が月の光や建物から出る光を反

射させ、等級が大きくなると考えた。 

（３）販売機から２ｍ以上離れると等級が大きくなっていることが分かるので、このことから、２

ｍ以上離れると販売機による光害の影響はほとんどないと考えられる。 

（４）３ｍ離れてもＳＱＭ値があまり変化しない街灯より、ＳＱＭ値が段々大きくなっていく街灯

の方が光害の影響を与えていると考えられる。 

（５）通常時より停電時のＳＱＭ値が大きかったため、近くにある光源による光害の影響があると

考えられる。 
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入選 
地学 

沖縄県立南部農林高等学校 

奥平 亜美瑠    伊集 千博     新地 美希 

国頭マージ、島尻マージの性質について  

～本校の農場の土壌と比較する～ 
 
１.目的   

私たちは昨年、ダイコンの不作の原因を探るために南部農林高校の農場の土の物理的・化学的な

性質について調べ以下のことがわかった。 
(1)本校の農場の土はジャーガルの特色が強い。 
(2)本校の土粒子密度は 2.60～2.64g/cm3 であった。 
(3)ジャーガルは雨の後、硬化するためダイコンの収量に影響を与えたと考えられる。 
(4)本校の農場は液相が高く気相が低い。ダイコンの生育不良の原因は通気性が悪か 
ったことも原因の一つにあると思われる。 

 昨年の研究で土壌と作物には深い関わりがあることを改めて知った。 
 沖縄県の主な土壌は「ジャーガル」の他に「国頭マージ」や「島尻マージ」がある。 
私たちは国頭マージや島尻マージにどのような特徴があるのか興味を持ち、また、本校の農場の土

壌とどのような違いがあるのか比較したいと考え実験を行った。 
２.方法  

島尻マージは糸満市伊原の農地から採土し、国頭マージは大宜味村字上原の木々の 
（国頭マージ（林））と同じく上原の路頭（国頭マージ（露頭））から採土を行った。測定項   目

は「土壌の密度、含水率の測定」、「土粒子密度」、「三相分布」、「土壌の保水力の測定」、「㏗と電気

伝導度」、「土壌硬度」、「水溶性リン酸と水溶性カリウムの測定」を行った。 
３.結果  

(1)土壌の密度、含水率の測定は乾燥密度、湿潤密度とも国頭マージ（林）の値が大き 
かった。含水比は国頭マージ（露頭）が 3 つの中で高い値を示した。 

(2)土粒子密度は土粒子密度は国頭マージ（林）が高い値を示した。 
(3)三相分は国頭マージ（露頭）の固相が低く、気相は高い値を示した 
(4)土壌の保水力は土壌の保水力は島尻マージが 52.7％と低く、国頭マージ（露頭） 
が 73.9%と高かった。 

(5)土壌硬度は国頭マージが島尻マージよりも硬いことがわかった。 
(6) 島尻マージは pH8.15 で弱アルカリ性を示し、国頭マージは酸性を示していた 
(7) 島尻マージに水溶性リン酸、水溶性カリウムが含まれているが、国頭マージでは 

どの項目も検知できなかった。 
４.考察  
  国頭マージ（林）は国頭マージ（露頭）と比較すると乾燥密度、三相分布、pH の差が大きい。

これは林の中の土壌なので有機物や色々な岩石が混ざった物と考えられる。島尻マージの三相分布

は固相 40%、気相が 31％、液相が 29%であった。一般的な作物の三相分布の割合に近い値であっ

た。保水性、土壌硬度は低い値を示したので文献通り島尻マージは排水性がよいことがわかった。 
 本校の農場の土壌と国頭マージ、島尻マージを比較すると、乾燥密度、湿潤密度、土壌硬度ともに

本校の農場の土壌が高い値を示した。三相分布では本校の土壌は他の土壌に比べて固相が高く、気

相が低い値を示した。このことから、本校の土壌は他の土壌に比べ排水性が悪く、固くなりやすい

ことがわかった。pH は本校の農場が 9.2 と高くアルカリ性土壌で島尻マージは弱アルカリ性、国

頭マージは酸性である。 
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入選 
地学 

沖縄県立コザ高等学校 

恩納 絵美  新垣 結花   堀 有那 

柱状節理の成因に関する研究 

～対流説 vs 収縮説～ 
 

１.目的   

柱状節理の形成については、収縮説と対流説の 2 つがある。収縮説は、マグマや溶岩が冷えて

固まる時、体積収縮が起こり、割れ目ができる結果、柱状節理になる説である。一方、対流説は、

マグマや溶岩が対流して規則正しい形を形成し、冷えて固まり、柱状節理になる説である。 

私たちは、どちらがその成因をより上手く説明できるかをモデル実験で確かめることを目的とした。 

 

２.方法   

収縮説のモデル実験は、片栗粉を水に溶かし、容器に入れ放置し乾燥させる方法で行った。乾燥

には長時間を要すので、デジカメのインターバル撮影で記録した。 

対流説のモデル実験は、シリコンオイルにアルミ粉末を入れフライパンで熱し、ガラス容器に入れ

自然冷却する方法で行った。デジカメ及び熱画像カメラで記録した。 

 

３.結果   

収縮説のモデル実験では、先ず、片栗粉の表面にひびが入り、次に隙間が開き始め、そして、ひ

びが下に伸びた。対流説のモデル実験では、オイル表面に多角形模様が多数できた。模様の中心に

上昇流、隣の模様との境界の直線部分に下降流が見られた。ある時点で、模様の温度を測定したと

ころ、上昇流が見られた中心が 42.1℃と相対的に高く、下降流が見られた境界が 41.4℃と相対的

に低くかった。 

多角形模様の表面及び側面の特徴は、収縮説のモデル実験の方は、隣の多角形模様との境界がギザ

ギザしており、実物とは似ていないのに対し、対流説のモデル実験の方は、全てが実物に近いこと

が分かった。 

 

４.考察   

マグマが大量に地表に噴出し、流動性が高く対流している状態を考える。溶岩表面には、対流説

モデル実験のように多角形模様が形成されるであろう。冷却が進行すると、一番温度が低い多角形

模様境界の直線部分から固まり始め、体積収縮し亀裂が入るはずである。その結果、柱状節理の亀

裂は収縮説のモデル実験の様なギザギザではなく直線状になると考えられる。つまり、柱状節理の

多角形模様については対流説で説明でき、亀裂については対流説の直線部分に収縮説を当てはめれ

ば説明できる。柱状節理の成因は収縮説、対流説のどちらか一方が正解ということではなく、両者

が複合して関わっていると考えられる。 
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入選 
地学 

沖縄県立普天間高等学校 

山内 夏 

ストームグラスの神秘 

～結晶変化の謎に迫る～ 
１.目的 

地学の授業でストームグラスを知り、天気を｢晴れ｣｢雨｣といった単純な情報としてではなく、気

象の変化を視覚でとらえられる芸術に近いような所に魅力を感じたのがきっかけで結晶変化と天

気の関係に興味を持った。ストームグラスの結晶が変化する原因は諸説があるが、明確なことはわ

かっていない。自分でストームグラスを作成・観察を行い、結晶変化の謎に迫ろうと思った。 

２.方法  

本･ネットを参考にして作ったストームグラスだと思うような変化が見られなかった。そこで沖

縄の気候に適したストームグラスを作成し、およそ 1 ヶ月半にわたって観察・記録をつけ、気象

とストームグラスの関係性を考察した。また、容器の材質でも結晶に違いが見られることに気付き、

ガラス製とプラスチック製の容器による結晶のでき方の違いも同時に観察・考察した。 

３.結果  

晴れ…結晶の析出量が少なく、小さい結晶が積もる傾向にあった。 

曇りや雨…小さい結晶が浮遊していることが多く、鋭い結晶ができやすかった。 

台風…容器の下のほうに大きなシダ状の結晶ができることが多かった。 

 

 

 

 

 

晴れ         曇りや雨        台風 

４.考察  

本･ネット、市販品にあるような変化も見られたが、溶液の量や容器の材質による違いもあり、共

通するポイントとしては「気温」「気圧の変化量」の 2 つが考えられた。 

容器の材質の違い（プラスチック製の容器とガラス製の容器）ではガラス製の方が溶液の透明度が高

く、繊細で綺麗な結晶を作る傾向にあった。熱の伝えやすさと硬さに違いがあると考える。 

ストームグラスが天気ごとに多様な表情を見せるのが本当に不思議で面白かった。観察･研究を進め

るほどに謎や疑問が増えていくことにとても惹かれた。今回その魅力に迫ることで、観察の取り組み

を行う前よりもストームグラスに対して強い興味を持つようになった。この研究でストームグラスの

神秘に少しでも触れることができたのではないかと思うと嬉しい。 

天気ごとにストームグラスが似たような傾向を示すので、実際の天気予報の精度でも 70～80％(気

象庁検証データ)なのだからストームグラスも負けていない！と思った。次はストームグラスの結晶

の形がどうやってきまるのか、ということについての研究に取り組みたい。
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入選 
産業 

沖縄県立南部農林高等学校 

糸数 鈴花    比嘉 一翔 

新垣 花奈    金城 祐哉 

ちゅらまる（甘藷）のバイオ苗に関する研究 

１.目的  

沖縄本島南部の具志頭地区は甘藷の栽培が盛んな地域である。その具志頭地区で近年栽培が増加

している甘藷の新しい品種が「ちゅらまる」である。この品種は地上部の茎と葉は従来の「カンダ

バー」に比べて食味と栄養分が優れている。また地下部の芋は甘味が強く、形状も紡錘体が揃いや

すいので焼き芋用として人気が高く、今後栽培数増加に期待が高まる品種である。しかし、甘藷の

遺伝子にはトランスポゾン（転移性遺伝因子）があり、同じ芋づるや種芋を用い栽培し続けること

で収量や品質が低下する品種退化が起こる。これを防止するためには植物の茎頂（成長点）を摘出

し培養したバイオ苗を作出し栽培に用いることが重要である。私たちは具志頭芋生産組合からの依

頼を受け、ちゅらまるのバイオ苗を作出し、地域に提供しようと考えた。 

２.方法  

優良株を選定し、その成長点を摘出し、培養することで優良バイオ苗を作出することにした。植

物の組織培養に用いた培地は MS 培地を使用した。初代培養培地に用いた植物ホルモンは NAA（ナ

フタレン酢酸）と BA（ベンジルアデニン）を用いた。ちゅらまるの成長に適した植物ホルモンの

量を調査するため、様々なパターンの量の組み合わせを検討、実験を行った。 

３.結果  

ホルモンの量を変えた１０種類の MS 培地で茎頂培養を実施して結果、ナフタレン酢酸が

0.5mml、ベンジルアデニンが 0mml の組み合わせの培地において成功率が高かった。次に植物ホ

ルモン無しの培地も成功率が高かった。他の組み合わせの培地においては、カルス化（細胞の塊）

はするものの、健全な発芽と発根は見られなかった。また、植物体の殺菌方法においても複数のパ

ターンを検討し、次亜塩素酸ナトリウム１％を１０分間、７０％エタノールを１０秒間で殺菌した

時が、殺菌効果も高く、植物体を薬品で痛めにくい環境にあることが分かった。 

４.考察  

ちゅらまるに適した茎頂培養の条件は、殺菌方法と初代培地における植物ホルモンの分量におい

て、概ね掴むことができた。今後は作出したバイオ苗がウイルスに感染していないかの確認（ウイ

ルス検定）を実施していきたい。また作出した健全苗を大量に増殖するために試験管内での挿し木

（継代培養）を繰り返し実験する必要がある。さらに馴化（外部の環境に培養体を慣れさせること）

実験を行い、どのような条件が馴化に適しているのかを研究する必要がある。その後、バイオ苗と

従来の苗との比較栽培実験を実施し、バイオ苗の有用性を確認したい。さらに、「ちゅらまる」や

「ぐしちゃんいい菜」の広報活動を実施、栄養価の高い茎葉部分における未利用資源としての有効

活用など、具志頭地区における甘藷栽培がさらに活性化するよう貢献していきたい。 
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入選 
産業 

沖縄県立中部農林高等学校 

伊徳田 大地       糸村 純 

緑のカーテンの研究パートⅢ 

 

１.目的  

緑のカーテンの研究に取り組んで３年目になる本年度の目標は、①緑のカーテンの栽培技術の研

究。②緑のカーテンの効果の研究。③緑のカーテンの普及活動。以上３点を掲げ研究を進めること

にした。 

２.方法  

苗の無料配布。栽培植物の継続研究。普及活動（各種施設等への設置。講習会。） 

３.結果  

昨年 5 月にゴーヤーの苗の無料配布を学校近くのイオングループの「ビッグ」店にて 200 鉢程

度を配布した。 

緑のカーテンに使用した植物は、メキシコサワギク、ゴーヤー、フウセンカズラ、花トケイソウ、

ツンベルギアサンダンス、ツンベルギアアフリカンの６種類を栽培した。  

普及活動 

①パーラーでの設置：栽培植物はメキシコサワギクを用い、１昨年 9 月 1 日に設置し、昨年の

10 月まで 1 年間継続し、緑のカーテンの形成ができた。 

②うるま市老人ホームでの設置：１昨年 10 月中旬から現在まで活動し、メキシコサワギク、ゴ

ーヤーで緑のカーテンを形成することができた。 

③沖縄市の花屋での設置：１昨年 11 月に、メキシコサワギクを植えて、緑のカーテンに取り組

んで頂いている。 

④うるま市内の食堂での設置：１昨年 11 月に講習会に参加された方が、ご自分のお店にメキシ

コサワギクを植えて現在も緑のカーテンを継続中である。 

⑤うるま市ディサービスでの設置：昨年 5 月に緑のカーテンを設置しゴーヤーを 5 株定植して

取り組み、緑のカーテンを形成することができた。 

４.考察  

緑のカーテンを普及するための課題は、取り組んでから結果が出るまでの期間が長いことである。

そこで、周年を通して栽培できる植物を選定すれば、植え替えの手間を省くことができる。そのよ

うな視点で考察するとメキシコサワギクやツンベルギアサンダンスなどは魅力的な植物である。ゴ

ーヤーは緑のカーテンに使用する植物として定着しているが、連作障害が懸念される。そのため毎

年、土を更新するほうが望ましいが、スズメゴーヤーは今年で 3 年目の土で連作しても順調な生

育が見られた。よって 3 年間は同じ用土を使用することが可能であることが分かった。次年度も

継続し連作の影響を調査したい。一人でも多くの人が緑のカーテンを継続的に取り組める為には、

緑のカーテンの効果を複合的に認知することが大切であると考察します。 
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入選 
物理 

E.C.キリン エレメンタリー スクール 

ジョナ ホワイト 

人力発電 

 

１．目的  

私たちには化石燃料に代わるものが必要です。継続して化石燃料を電力に使用することはできませ

ん。人は必要な電力を自分で作ることができるでしょうか？  

 

２．方法 

私は、人力発電機を造りました。自分のエネルギーを利用し、自分のパワーを電力に代えました。  

 

３．結果 

自転車のホイールを回転させることで発電することは可能でした。  

 

 ４．考察 

人は電気なしで心地よく暮らすことはできません。化石燃料もいつかは枯渇します。人は人力発電

機を家庭で使用することができるでしょうか？ 

 

 

1.Motives 

We need an alternative to fossil fuels.  We cannot continue to go using fossil fuels for 

electricity.  Can people produce their own electrical needs? 

 

2.Methods 

I made a human powered generator.  By using my own energy, I turned my power into 

electrical power.   

 

3.Result 

It is possible to create electricity by spinning a bike wheel.   

 

4.After Thought 

People cannot live comfortably without electricity.  Our fossil fuels will eventually run out.  

Can people use man powered generators for homes?   
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入選 
化学 

E.C.キリン エレメンタリー スクール 

アイザック ドゥー 

どのフルーツが最も高い電圧を発生させるか？ 

 

 

１．目的   

私の作品は、果物の発電についてのものです。この作品にした理由は、有機物がどのように発電す

るのか知りたかったからです。  

２．方法 

 色々なフルーツを準備しました。集めた 6 種類のフルーツにそれぞれ亜鉛のクギ 1 本と銅のクギ 1

本を刺しました。亜鉛、銅と酸の相互作用によりそれぞれのフルーツから発生した電圧を測定し、記

録しました。  

３．結果  

とてもビックリしました。一番高い電圧を発生させたのはリンゴでした。バナナは一番低かったで

す。  

 ４．考察  

家庭に必要な電気を果物を使って発電できるでしょうか？たぶん無理かもしれません。でも誰も試

したことはないと思います。 

 

1. Motives   

My project is about fruit producing electricity.  I chose this project because I want to learn 

how organic materials can produce electricity.   

2. Methods 

Gather a variety of fruits.  Insert one zinc nail and 1 copper nail into each of my 6 gathered 

fruits.   From the interaction of the acids and the zinc and copper I record how much voltage 

each fruit produced.   

3. Result 

I was very much surprised.  The apple produces the most voltage.  The banana produced the 

least.   

4. After Thought 

Is it possible to produce enough voltage to run a home using fruit?  Probably not but I bet no 

one has tried.   
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入選 
化学 

E.C.キリン エレメンタリー スクール 

トレジャー キール 

より早く氷を溶かす条件はどれか 

 

 

１．目的 

アメリカでは様々な理由から氷を溶かすことにたくさんのお金と努力を費やしています・・・道路

の安全のため、歩道の安全のため - また人々は長くつらい冬にうんざりです。  

２．方法 

異なる材質のものを氷の上に乗せ氷の溶解率を変数の近いところで記録しました。  

３．結果  

塩は氷を溶かすものとしては圧倒的な勝者でした。氷が道路上で溶けた後バイオハザードになるの

でこの結果はとても残念なものでした。  

 ４．考察  

アメリカで車を運転中、安全のために塩が使用されますが塩がもたらす被害を考えてください。環

境への影響がより少ないもので、氷を溶かすために道路に使用できるものを見つけられたら良いかな

ぁと思っていました。私は、塩がもたらす被害に代わる何かを見つけることができるようにいろいろ

な材料を使ってテストし続けるつもりです。 

 

1.Motives   

In the United States, much money and effort is put into making ice melt for a variety of 

reasons… Road Safety, Sidewalk safety - and people tired of a long winter.   

2. Methods   

Given a variety of materials placed on ice, I recorded the melting rate of ice in the vicinity of 

the variable. 

3. Result  

Salt by far was the winner for melting ice the fastest.  This was quite unfortunate as ice 

canbe a bio hazard after the ice melts on the road. 

4. After Thought 

As you drive around the states that use salt on the roads to make them safe, look at the 

damage the salt does.  I was hoping to find something that could be used on roads that has less 

of an environmental impact.  I am going to continue testing a variety of materials in hope that I 

can find something that will replace the damage that salt makes.   
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入選 
生物 

E.C.キリン エレメンタリー スクール 

アビオラ エイディガン 

心拍が上がる天気は暑いとき寒いとき？ 

 

 

１．目的 

人は天気が暑くても寒くても辛いです。心臓は筋肉でできている臓器です。私は、心臓が一生懸命

働くのは暑い時なのか寒い時なのか知りたいと思いました。  

２．方法 

 聴診器を使い室温を上げていき温度と心拍数を記録しました。そして温度を下げて同じように心

拍数を測り記録しました。  

３．結果 

被験者の心臓が温かい天気の方が寒い時より速かったので驚きました。それほどの違いはありませ

んでしたが毎回同じ結果でした。 

 ４．考察 

寒い天気の時は、心臓はちょっとだけ速くなって温かくしてくれ、暑い天気の日はもっと早くなっ

て涼しくしてくれるのだと思いました。研究を続けて心臓のことをもっと勉強したいです。心臓に問

題がある人は管理された環境にいる方が良いと思います。 

 

1.Motives 

 People have a hard time in both hot and cold weather.  The heart is a muscle organ.  I wanted 

to know if the heart was working harder in cold or hot weather.   

2. Methods  

Using a stethoscope I increased the heat of our room and recorded the temperature and heart 

rate.  I then reduced the heat and took the same reading on the same person.  

3. Result 

--- I was very surprised to find that my subjects’ heart beat faster in warmer weather than in 

colder weather.  The difference was not much but on each try the results were the same. 

4. After Thought    

I think that in colder weather the heart beats slightly faster to keep you warm but it a hot 

climate the heart beats even faster to cool you.  I am going to continue my research to learn 

more about the heart.  People with heart conditions would fare better to remain in a controlled 

environment. 
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入選 
産業 

カデナ エレメンタリー スクール 

コーディー ゴンヨー 

レゴ・ゴンドラ 

 

 

１．目的 

この作品は、どの種類の糸を使用したらレゴ・ゴンドラが も速いスピードを出すのかみんなに知

ってもらうために行いました。  

 

２．方法 

レゴ・ゴンドラを作りました。そして 3 種類の糸（黒糸、緑の毛糸、釣り糸）を使ってテストし

ました。  

 

３．結果 

ゴンドラを一番早く動かしたのは緑の毛糸でした。 

 

４．考察  

研究をさらに進めるために、タワーをもう少し離したり、車を大きく作ったりできると思います。

また、もっと多くの種類の糸を使用することもできると思いました。 

 

 

1. Motives      

I did this project so that people would know what type of string would give the best speed for a 

Lego gondola 

 

2. Methods      

I built a Lego gondola.  Then tested three string types (black string, green yarn, and fishing 

line). 

 

3. Result 

The green yarn allowed the gondola to go the fastest. 

 

4. After Thought 

To further my research, I could separate the towers a bit and I could make the car bigger.  I 

could also try more string types. 
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入選 
産業 

E.C.キリン エレメンタリー スクール 

ブローディー ロムネック 

最も熱を伝導する金属は何か？ 

 

 

１．目的 

金属産業は巨大です。熱コンダクターであるフライパンから多種多様な商品があります。どの金属

がより効率よく熱を伝導するのか突き止めたいと思いました。  

２．方法 

慎重にこの実験を考え、一つは熱い、もう一つは冷たいコップ 2 個を並べておきました。そして

暑いコップから冷たいコップまで測ったワイヤーを置きました。冷たいコップに温度計を入れ熱交換

を記録しました。  

３．結果 

も熱を伝導したのは圧倒的に銅でした。 

 

４．考察 

多くの高級鍋の底に熱伝導を早めるために銅が使用されていることは知っていましたか？これで

なぜ上部ではなく鍋底に銅が使用されているのか分かりました。持ち手は冷たいままにするためだか

ら。 

 

1. Motives   

The metal industry is huge.  From frying pans to a wide variety of commercial products that 

are heat conductors.  I wanted to find which metal conducts heat the best and most efficient. 

2. Methods   

I carefully designed an experiment by placing two cups side by side with one hot and the other 

cold.  I placed a measured wire from the hot cup to the cold cup.  In the cold cup I placed a 

thermometer and recorded the heat exchange taking plade.   

3. Result   

By far the copper wire was the best conductor of heat.   

4. After Thought 

Have you noticed that many expensive pans have copper bottoms to conduct heat faster?  

This also explains why pots may have a copper bottom but not the upper part of the pot.  This 

keeps the handles cooler. 
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入選 
産業 

E.C.キリン エレメンタリー スクール 

マーク マカブガオ 

味覚テスト 

-視覚と嗅覚を失うと味覚に影響があるのか？- 
 

 

１．目的 

見ることができない人や匂いがかげない人は味覚も失ってしまうのか調べたいと思いました。何を

食べているか見ることや何の匂いをかいでいるのかによって味覚は変化するのでしょうか？  

２．方法 

被験者に目隠しをして様々な味のジェリービーンズを与えました‐何味か当てることができるで

しょうか。鼻をつまんで、見ることも匂いをかぐことも出来なくしました‐これで味覚に変化が起き

るでしょうか。  

３．結果 

視覚を取り上げても味覚に影響はありませんでした・・・でも匂いを嗅ぐ能力を取り上げたら‐確

実に味覚に影響がありました。  

 ４．考察 

食べ物を味わうということに関しては、嗅覚を失った人はハンディキャップです。視覚や嗅覚を持

たずに生まれた人は食べ物の味がない世界で生きています・・・もし夕食がレバーだったら良いこと

ですけどね。 

 

1.Motives 

I wanted to know if people who cannot see or smell lose their sense of taste.  Does the sight of 

what we are eating or what we are smelling change the sense of taste? 

2.Methods 

Covering subjects’ vision and giving them a variety of flavorful jelly beans – could they 

determine what the bean tasted like.  Holding their nose so that they could not see and smell – 

would this change their perception of taste.   

3. Result  

Taking away just the sight of the tester did not affect their sense of taste… but when we also 

took away their ability to smell- this definitely affected their sense of taste.   

4.After Thought 

People who lose their sense of smell are handicapped when it comes to the taste of food.  A 

person born without the sense of sight and the sense of smell live in a world that could be devoid 

of the taste of food…. Which may be good if you are having liver for dinner.   
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入選 
物理 

リュウキュウ ミドル スクール 

ジアーニ チャヴェズ 

燃やす木材の種類が及ぼす炎の温度への影響はどのようなものか？ 

 

１．目的 
この実験は異なる種類の木材が炎に及ぼす影響を発見するために行いました。これは料理、荒野でのサ

バイバルや他の時にも役立つと思います。私は、燃焼の裏側の物理学に興味があります。この実験は燃焼

の裏側の物理学も教えてくれます。この実験では数種類の木材を燃やし、炎の温度を測定しました。  
２．方法 
この実験では、温度計、ライター液、7 センチ四方の木材サンプル（マホガニー、松、シーダーと削片

板）とライターを使用しました。 初に、大さじ 1 杯のライター液を測りサンプル材にかけました。次に

その木材を燃やしその上に温度計を置きました。木材の温度は華氏で測定し、記録しました。それぞれの

サンプルでこの手順を繰り返しました。  
３．結果 

もともとの仮説は、シーダーや松のような軟材ではない硬材のマホガニーの温度が一番高くなると思い

ました。しかし、削片板の温度が一番高く、華氏 510°でした。シーダーは 2 番目に高く華氏 480°でし

た。次にマホガニーをテストしたら華氏 320°でした。一番温度が低かったのは松で華氏 260°でした。  
 ４．考察 :   
削片板の温度が一番高かったのは、いろいろな化学薬品と木の切りくずからできているからだと思います。

とはいえ、結果は私の仮説を証明するものではありませんでした。しかし、シーダーは軟材なのでマホガ

ニーよりシーダーの温度の方が高かったことは不思議です。松の温度が一番低かったという結果は妥当だ

と思います。この実験で木材の種類が及ぼす炎への影響を学ぶことができました。この題材に続き、類似

したもので別の作品として、木材が硬材か軟材かによって炎の燃える温度や期間の違いについて実験が行

えると思います。 
 
1. Motives 

This experiment was conducted to discover how different species of wood can affect a fire. This can help 
with cooking, wilderness survival, and more. I am curious behind the physics behind combustion. This 
experiment also teaches about the physics behind combustion. In this experiment, several different wood 
samples were burned, then the temperature of the resulting flame was measured. 
2. Methods 

For this experiment, a thermometer, lighter fluid, wood samples (mahogany, pine, cedar, and particle 
board) measuring seven by seven centimeters, and a lighter was used. The first step was to measure one 
tablespoon of lighter fluid and add it to one sample of wood. Next, the wood was lit and the thermometer 
was placed on top of the piece. The temperature was recorded in degrees Fahrenheit. These steps were 
repeated for each sample of wood. 
3. Result 

The original hypothesis was that the mahogany would have the highest temperature, since it is a 
hardwood, unlike cedar and pine, which are softwoods. However, the particle board had the highest 
temperature, which was 510 degrees Fahrenheit. The cedar had the second highest temperature, with 480 
degrees Fahrenheit. Next the mahogany was tested, with 320 degrees Fahrenheit. The lowest temperature 
was pine, with only 260 degrees Fahrenheit. 
4. After Thought 

The particle board likely had the highest temperature because it is composed of several different 
chemicals and wood shavings. Regardless, the results did not support the hypothesis. However, the fact 
that cedar had a higher temperature than the mahogany is puzzling, since cedar was a soft wood. The fact 
that pine had the lowest temperature was reasonable, though. This experiment taught the researcher 
about how fires are affected by various types of wood. Following this topic, another project similar to this 
could be to test how flames differ in temperature or duration based on if the fuel is a hardwood or a 
softwood. 
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入選 
物理 

リュウキュウ ミドル スクール 

アレキシス カーク 

太陽光を入れて 

 

 

１．目的 

この実験の目的は、良いソーラーオーブンを見つけて、修正してそれを改善することでした。それ

と同時に環境を助け、多くの大気汚染と砂漠化を止めることでした。  

２．方法 

3 つの異なる模型を作りました。 もシンプルなものは、ピザの箱を使いました。次にシンプルな

ものには、傘を使い、次のものは傘のものに似ているけど箱を使用したものでした。 

３．結果 

 他の箱で作ったオーブンが 悪な結果になる中、ピザボックス・オーブンは 高なものになりまし

た。ピザボックス・オーブンは、熱を閉じ込めるために唯一、中にラップを使用したものでした。他

の箱のオーブンは熱い感じが一切しませんでした、でもピザボックス・オーブンは開けるたびに熱を

放っていました。  

 ４．考察 

もしオーブンにラップを加えたら、熱を閉じ込めるのでより効果的になるかもしれません。 もシ

ンプルなものが もパワフルでした。 も複雑なものが も弱い模型となりました。 

 

1.Motives 

The purpose of this experiment was to find a good solar oven and modify it to improve it. As 

well as to help the environment and stop so much air pollution and desertification. 

2. Methods 

Three different models were built. The simplest model was made out of a pizza box. The next 

model was built out of an umbrella, the next model looked like the umbrella one but it was a box 

instead. 

3. Result 

The pizza box oven worked the best while the other box oven worked the worst. The pizza box 

oven was the only oven that had plastic wrap to trap the heat inside. The other ovens did not feel 

hot at all, but heat was released every time the pizza box was opened.  

4. After Thought 

If plastic wrap was added to the other ovens, they might have worked better because the heat 

would have been trapped inside. The most simple model was the most powerful. The most 

complicated model was the weakest model. 

- 424 -



 
 

入選 
物理 

リュウキュウ ミドル スクール 

ローレン バリッチ 

ゴムバンドの力 

 

 

１．目的 

私は、自分の心に近いものをもとに作品を作ろうと思いました。車の発明は世界を変えましたが、

車が世界に与えた影響はよりすごいものです。車は、大気汚染を作り出す一番の原因です。もしその

数字を変えることができる車をデザインしたら世界を良い方向へ変えることができます。 

２．方法 

私は、将来的に車のための原動力としてゴムバンドを使う可能性をテストするために、５台の車を

造りました。各車の後輪にラバーバンドを取り付け摩擦がこの車にとって味方になるかどうか確認し

ました。そして各車をテストしてラバーバンドが助けになったかどうか確認しました。 

３．結果 

ラバーバンドは、車にとって良い原動力になることを発見しました。重たいエンジンが要らないの

で車も軽くなりました。 

４．考察 

将来、私たちがラバーバンド動力の車を運転しているかもしれない可能性はあると思いました。 

 

1.Motives 

I try to base my projects on things that are close to my heart. The invention of cars changed 

the world, but the impact cars have on the world is greater. Cars are the number one 

manufacturers of air pollution. If we can design a car that can reduce that number, than that will 

change the world in a good way. 

2.Methods 

I built 5 cars to test the possibility of using rubber bands as a power source for cars in the 

future. I put rubber bands on the back wheels of each car to see if friction was the friend for this 

car. Then I tested each car without rubber bands to see if they did or didn’t help. 

3.Result 

I found that rubber bands are a good source of power for cars. They help lighten the car since 

there isn’t a big heavy engine in it. 

4.After Thought 

I do think that it is possible, that in the future we can be driving rubber band powered cars. 

 

- 425 -



 
 

入選 
化学 

リュウキュウ ミドル スクール 

ジェシカ バーノン 

肉の腐敗 

 

 

１．目的 

私の父は、コカコーラはそれほど悪いものだとは思っていません。歯を使ったものは独創的ではな

いので、豚の腸を使用しました。 

２．方法   

•それぞれの液体（コーラ、コーヒー、リンゴ酢）を容器に 1/2 入れる。 

•各シリンダーに 7 グラムの豚の腸を入れる。 

•3 日間放置する。 

•豚の腸を取り出し重さを測る。  

３．結果 

腸は前よりも重くなっており、感じも見た目も変わっていました。腐敗はしていませんでした。 

４．考察 

全体的に問題は何個かありましたが、実験は簡単でした。問題の 1 つとして、たった 3 日しか漬

けていなかったので腸は腐敗しませんでした。腐敗（劣化）させるためには液体の中に何か月も浸す

必要があります。 

 

1.Motives 

My dad did not think coke was that bad for you. Using teeth was not an original idea, so 

instead, used pig intestines. 

2.Methods 

•Pour ½  of each liquid into separate containers (coke, coffee, and apple cider vinegar) 

•Put 7 grams of pig intestines into each cylinder 

•Let them sit for 3 days 

•Take out the pig intestines and weigh them  

3.Result 

The intestines weighed more than before, feels and looks different. They did not deteriorate. 

4.After Thought 

Overall, there were a few problems but the experiment was still easy. One problem was that 

the intestines didn’t deteriorate because they were in there for only three days. They would have 

to stay in the liquids for months to deteriorate. 
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入選 
化学 

リュウキュウ ミドル スクール 

ハンナ ギルパトリック 

カゼイン プラスチック 

 

 

１．目的 

プラスチックは、ミルクと酢から作ることができます。これが研究者に興味を起こさせ、温度を調

節し、変化を与えることによりそれが実験に影響を及ぼすかどうかを確かめました。  

２．方法 

この実験では 温めるミルクの温度を調節し、生成するカゼインの量に及ぼす影響を確認しました。 

３．結果 

ミルクを温める温度が低いほど生成するカゼインの量が少なかった。つまり、温度が高かった場合

のミルクでは、 高４７．５ｇのカゼイン プラスチックを生成することができました。一番少ない

ものは１．１ｇのカゼイン プラスチックでした。  

４．考察 

一つ変更することができるかもしれない課題は、温度が高いと温めている時にミルクの表面に薄膜

ができるということです。 

これを解決できた方法は、温めている時にミルクをかき混ぜるということでした。 

 

1. Motives 

Plastic can be made from milk and vinegar this interested the researcher and they decided to 

adjust the temperature to see if that affected the experiment. 

2. Methods 

In this experiment the temperature the milk is heated is adjusted to see if that affects how 

much casein plastic is produced.¬¬¬ 

3. Result 

The lower the milk was heated resulted in less casein milk produced. This meant the high 

temperatures made more milk with the highest being 47.5g of casein plastic. The lowest was 1.1g 

of casein plastic. 

4. After Thought 

One problem that could be changed is the higher temperatures started to form a thin  

Film over the milk while it was heating. One thing that could fix this is to stir the milk every so 

often while it is being heated. 
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入選 
化学 

リュウキュウ ミドル スクール 

ナタリー マッククースション 

これがアスパルテームだ！ 

 

 

１．目的 

人工甘味料アスパルテームは、不健康な代替品だということを証明するため、 新の砂糖代替品ス

プレンダと比較しました。 

２．方法 

この実験を行うために、1 から 150 までの数字から 20 個の数字を選び、3 つの異なるリストを作

りました。そして、記憶の違いを比較するため飲み物を飲んだ 30 分後に違う数字で同じテストを各

ボランティアに実施しました。  

３．結果 

アスパルテームを摂取後 30 分で情報を記憶する能力が大幅に減少したことが証明されました。し

かし、アスパルテームの入っていないダイエットドリンクは、砂糖代替化学製品の影響を何も受けて

いなかった記憶を越えて記憶力を増やしました。 

４．考察 

アスパルテームは、たった 30 分という短い時間で消費者の脳に大きなダメージを与えます。この

化学薬品の日常的な摂取は破壊的な影響を身体に及ぼすかもしれません。スプレンダは人工甘味料

（砂糖自体よりも悪いとされる）ですが、その物質は人体の記憶力をよくすることを示していました。 

 

1. Motives 
Proving the artificial sweetener Aspartame was an unhealthy alternative and comparing the latest 

sugar substitute Splenda was the motive for creating this project. 
2. Methods 

To perform the experiment, the conductor must have three different lists of twenty numbers 
ranging from 1-150. Then, to compare the differences in the recollection, use the same test with 
different numbers to test each volunteer thirty minutes after intake of the drink.  
3. Result 

The Aspartame proved to drastically decrease ability to recall information thirty minutes after 
consumption. However, the Aspartame-free diet drinks increased the memory, even beyond the 
recollection that hadn’t been impacted by any of the sugar substitute chemicals.  
4. After Thought 

Aspartame causes a great deal of damage to the consumer’s brain even within the short time span 
of half an hour. Daily intakes of this chemical could have devastating effects on   the body. Though 
Splenda is an artificial sweetener (which are proven to be worse than the sugar itself), the substance 
has shown to better the memory in the subject.  
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入選 
生物 

リュウキュウ ミドル スクール 

エレン ドーラン 

教室の温度が及ぼす生徒の記憶力への影響 

 

１．目的 

学校におけるほとんどの教室の気温が低いので、これが私たちの成績に影響しているかどうか気になり

始めました。これは、人が情報を記憶にとどめておく能力に室温が影響するかどうかという疑問につなが

りました。  

２．方法 

 生徒たちに 30 語のリストを渡し、2 分間でできる限り記憶してもらいました。そして、4 分間で覚え

ている限りの単語を書き出してもらいました。この手順は、室温に変化のない場所で行いました。同じよ

うな手順を温度を低くした教室、温度を上げた教室で行いました。正解個数に基づきスコアを計算しまし

た。  

３．結果 

より寒い環境で手順を行ったものの平均が一番高いものでした。標準の平均スコアは 30 語中 12.2。温

かい温度の平均スコアは 30 語中 11.2。寒い温度での平均スコアは、30 語中 13.1。 高スコアは、30 語

中 26 でした。より寒い環境の方が 2-3 語良いスコアをとっていました。生徒たちはこのテストを楽しん

でいる様子で結果に興味を示していました。  

４．考察 

ちょっとした温度の違いで スコアに影響がでるなんてとても面白いと思いました。次の疑問も含めて

継続研究ができると思います。時刻は記憶に影響が出るのか？記憶するために与えられる時間によってス

コアが変わるか？ 
 
1. Motives 

Most classrooms at school are very cold, so I started to wonder if that had an effect on our grades. This led me 

to wonder if room temperature affected a person’s ability to retain and remember information. 

2. Methods 

Students were provided with a list of 30 words and given two minutes to memorize as many as possible.  Then 

the students were given four minutes to write down as many words as they could remember.  This procedure 

was done a classroom where the room temperature was not changed.  The students followed similar procedures 

in the classroom with the temperature turned down and with the temperature turned up. Scores were calculated 

based on how many correct words the student listed. 

3. Result 

The colder environment produced the best overall average. The average score for the control was 12.2 out of 30. 

The warmer temperature averaged a score of 11.2 out of 30. The cold temperature had an average score of about 

13.1 out of a perfect 30. The highest score was 26 correct words out of 30. The colder environment scored better 

by about two more words. The students seemed to enjoy the test, and were interested in my findings. 

4. After Thought 

I thought it was interesting how a little change in temperature could affect the scores.  Some additional 

research could be done using the following questions:  Does time of day effect memorization? Would how much 

time they are given to memorize help the scores? 
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入選 
生物 

リュウキュウ ミドル スクール 

イザベラ ウィットニー 

ホットな心拍数 

 

 

１．目的 

 私は、香辛料が利いた食べ物を食べるときいつも心臓がおかしくなるんじゃないと感じていまし

た。そこでこれが本当かどうか確かめてみたくなりました。  

 

２．方法 

カプサイシンが人間の心拍数にどのような影響を及ぼすのか研究しました。  

 

３．結果 

ほとんどの参加者の心拍数が約１２ＢＰＭ上昇しました。  

  

４．考察 

この実験はうまくいったと思うし、より多くの人と異なる食べ物で絶対にもう一度やりたいと思い

ます。 

 

1.Motives  

When I eat spicy food, I always felt like, my heart was going crazy. I wanted to see if it was 

really true. 

 

2.Methods  

I studied how ones heart rate was affected by the chemical Capsaicin. 

 

3.Result  

Most of the participant’s heart rate raised about 12 BPM. 

 

4.After Thought  

I think this experiment went quite well, and I would totally do it again, but with different 

foods and more people. 
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◆チャレンジ実験出展委員会

　　　委　　　員　　　長　門　邦　夫　　　沖縄県立那覇国際高等学校 教諭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（沖縄県高等学校理科教育研究協議会　事務局長）

　　　　　〃　　　　　宮　平　光　二　　　金武町立金武中学校 教諭（沖縄県理科教育協会　事務局長）

　　　　　〃　　　　　喜　納　千賀子　　　沖縄県立具志川商業高等学校 教諭（沖縄県高等学校物理教育研究会）

　　　　　〃　　　　　友　寄　浩　徳　　　沖縄県立豊見城高等学校教諭 教諭（沖縄県高等学校化学教育研究会）

　　　　　〃　　　　　志喜屋　譲　治　　　沖縄県立石川高等学校 教諭（沖縄県高等学校生物教育研究会）

　　　　　〃　　　　　和宇慶　朝　茂　　　沖縄県立北谷高等学校 教諭（沖縄県高等学校地学教育研究会）

　　　　　〃　　　　　宮　城　一　士　　　沖縄県立向陽高等学校 教諭（沖縄県高等学校「情報」教育研究会）

　　　　　〃　　　　　田　中　崇　臣　　　那覇市立小禄中学校 教諭（那覇地区中学校理科教育研究会  事務局長）

　　　　　〃　　　　　坂　口　卓　也　　　うるま市立具志川中学校 教諭（中部理科教育研究会  事務局長）

　　　　　〃　　　　　宝蔵寺　祐　司　　　豊見城市立豊見城中学校 教諭（島尻理科教育研究会  事務局長）

　　　事　務　局　　　上　間　　　勉　　　沖縄県教育庁県立学校教育課　指導主事

　　　　　〃　　　　　有　銘　真一郎　　　沖縄県教育庁義務教育課　学力向上推進室　指導主事

　　　　　〃　　　　　仲　村　昌　之　　　沖縄電力株式会社　研究開発部　企画管理グループリーダー

　　　　　〃　　　　　與那嶺　　　淳　　　沖縄電力株式会社　研究開発部　企画管理グループ係長

　　　　　〃　　　　　立　野　正　美　　　沖縄電力株式会社　研究開発部

　　　　　〃　　　　　島　袋　洋　一　　　沖縄電力株式会社　研究開発部

◆科学実験ステージショー出演者名簿

　　　沖縄県高等学校理科教育研究協議会

　　　　　　　　　　　金　城　靖　信　　　県立総合教育センター

　　　　　　　　　　　高　安　　　剛　　　沖縄県立南風原高等学校

　　　　　　　　　　　津嘉山　　　翔　　　沖縄県立名護高等学校

　　　　　　　　　　　稲　嶺　涼　子　　　沖縄県立首里高等学校

　　　　　　　　　　　小　郷　　　寛　　　沖縄県立沖縄工業高等学校

　　　　　　　　　　　宮　國　和　也　　　沖縄県立宜野湾高等学校

　　　　　　　　　　　宜　保　千　種　　　沖縄県立首里東高等学校
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１．校種別及び教科領域別応募作品数

（アメリカンスクール再掲）

.

２．校種別及び教科領域別応募作品の調査・研究の態様

（アメリカンスクール再掲）

３．校種別応募校数及び生徒数

   （アメリカンスクール再掲）

第39回沖縄青少年科学作品展応募作品一覧表

小学校 中学校 高校 合計 率（％）

化学 7（3） 8（4） 14 29（7） 18%

物理 6（1） 10（4） 17 33（5） 24%

地学 3 4 8 15 13%

生物 16（2） 13（2） 25 54（4） 42%

合計 37（10） 36（10） 66 139（20） 100%

産業 5（4） 1 2 8（4） 3%

小学校 中学校 高校 合　　　計

個人 共同 個人 共同 個人 共同 個人研究 共同研究

物理 5（1） 1 9（4） 1 2 15 16（5） 17

化学 6（4） 2 6（4） 2 0 14 12（8） 18

生物 13（1） 2 10（2） 3 4 21 27（3） 26

地学 3 0 4 0 1 7 8 7

69（20） 70

小学校 中学校 高校 合計

2 6（4） 2

合計 32（10） 5 30（10） 6 7 59

産業 5（4） 0 1 0 0

校数 21（3） 22（1） 19 62（4）

人数 44（10） 56（10） 268 388（20）
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４．応募校別教科領域の部門状況

小学校の部

科目

学校名

1 石垣市立平真小学校 1 1

2 浦添市立港川小学校 1 1

3 浦添市立前田小学校 1 1

4 沖縄カトリック小学校 1 2 3

5 北中城村立北中城小学校 2 1 3

6 宜野座村立漢那小学校 2 1 3

7 宜野湾市立普天間第二小学校 1 1

8 宜野湾市立はごろも小学校 1 1 2

9 豊見城市立伊良波小学校 1 1

10 豊見城市立豊崎小学校 1 1

11 那覇市立小禄南小学校 1 1

12 那覇市立城西小学校 1 1

13 那覇市立城北小学校 1 1

14 那覇市立天久小学校 1 1 2

15 南城市立大里北小学校 2 2

16 南風原町立津嘉山小学校 1 1

17 八重瀬町立具志頭小学校 1 1

18 八重瀬町立白川小学校 1 1

5 4 14 3 1 27

中学校の部

科目・提出物

学校名

1 石垣市立石垣中学校 1 1

2 石垣市立崎枝・石垣第二・名蔵中学校 1 1

3 浦添市立神森中学校 1 1

4 うるま市立伊波中学校 1 1

5 沖縄市立美里中学校 1 1

6 北中城村立北中城中学校 1 1

7 宜野湾市立普天間中学校 1 1

8 竹富町立西表中学校 1 1

9 豊見城市立伊良波中学校 1 1

10 名護市立名護中学校 1 1

11 那覇市立金城中学校 1 1

12 那覇市立仲井真中学校 1 1

13 那覇市立那覇中学校 1 1 2

14 南城市立大里中学校 1 1 2

15 宮古島市立平良中学校 1 1

16 沖縄カトリック中学校 1 1

17 沖縄市立山内中学校 1 1

18 国立大学法人琉球大学教育学部附属中学校 1 3 1 1 6

19 昭和薬科大学付属中学校 1 1

6 4 11 4 1 26

産業 合　計物理 化学 生物 地学

合　計物理 化学 生物 地学 産業
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高等学校の部

科目・提出物

学校名

1 沖縄県立石川高等学校 2 2

2 沖縄県立向陽高等学校 1 3 4

3 沖縄県立コザ高等学校 1 1

4 沖縄県立知念高等学校 1 1

5 沖縄県立中部農林高等学校 1 1

6 沖縄県立豊見城南高等学校 1 1

7 沖縄県立南部農林高等学校 2 1 1 1 5

8 沖縄県立普天間高等学校 1 1

9 沖縄県立北部農林高等学校 2 2

10 沖縄県立開邦高等学校 6 5 3 2 16

11 興南高等学校 1 1

12 昭和薬科大学附属高等学校 1 1

13 沖縄県立沖縄水産高等学校 1 1

14 沖縄県立球陽高等学校 2 3 5

15 沖縄県立豊見城高等学校 1 1

16 沖縄県立名護高等学校 1 3 1 5

17 沖縄県立西原高等学校 1 1 1 3

18 沖縄県立辺土名高等学校 1 1 8 10

19 沖縄県立八重山高等学校 2 2 1 5

17 14 25 8 2 66

アメリカンスクールの部

科目・提出物

学校名

1 カデナ　エレメンタリー　スクール 1 1

2 ベクテル　エレメンタリー　スクール 1 1

3 E.C.キリン　エレメンタリー　スクール 1 3 1 3 8

4 リュウキュウ　ミドル　スクール 4 4 2 10

5 8 3 0 4 20

合　計物理 化学 生物 地学 産業

物理 化学 生物 地学 産業 合　計
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初日 2日目 総計

34 (23) 42 (27) 55 (20) 131 (70)

6 (3) 8 (2) 4 (2) 18 (7)

25 (23) 32 (23) 32 (19) 89 (65)

4 (2) 7 (2) 6 (2) 17 (6)

29 (21) 30 (23) 57 (18) 116 (62)

5 (1) 5 (2) 3 (1) 13 (4)

27 (24) 40 (21) 61 (16) 128 (61)

12 (3) 33 (2) 0 (0) 45 (5)

30 (20) 34 (24) 59 (17) 123 (61)

0 (0) 16 (1) 0 (0) 16 (1)

29 (23) 28 (17) 55 (20) 112 (60)

2 (1) 8 (2) 0 (0) 10 (3)

24 (21) 35 (24) 69 (22) 128 (67)

11 (1) 4 (1) 1 (1) 16 (3)

22 (19) 26 (19) 71 (23) 119 (61)

13 (3) 1 (1) 1 (1) 15 (5)

21 (16) 27 (21) 74 (23) 122 (60)

18 (4) 2 (1) 0 (0) 20 (5)

21 (16) 27 (21) 74 (23) 122 (60)

18 (4) 2 (1) 0 (0) 20 (5)

23 (20) 27 (21) 73 (26) 123 (67)

11 (1) 3 (1) 0 (0) 14 (2)

25 (20) 28 (22) 72 (23) 125 (65)

16 (3) 1 (1) 0 (0) 17 (4)

25 (21) 25 (19) 79 (21) 129 (61)

10 (4) 10 (1) 0 (0) 20 (5)

27 (18) 26 (21) 66 (19) 119 (58)

10 (3) 10 (1) 0 (0) 20 (4)

※塗りつぶしは、アメリカンスクール外数

※（　　）内は、学校数

9,766

平成28年度 第39回 139 (62) 3,973 4,939 8,912

平成26年度 第37回 142 (69) 4,651 5,115

7,855平成27年度 第38回 149 (66) 3,021 4,834

14,567

平成25年度 第36回 137 (69) 5,821 6,189 12,010

平成24年度 第35回 142 (65) 5,929 8,638

11,007

平成24年度 第35回 142 (65) 5,929 8,638 14,567

平成23年度 第34回 134 (66) 4,648 6,359

7,951

平成22年度 第33回 144 (70) 6,014 9,531 15,545

平成21年度 第32回 122 (63) 3,315 4,636

17,951

平成20年度 第31回 139 (62) 7,194 8,823 16,017

平成19年度 第30回 173 (66) 8,863 9,088

平成16年度 第27回 149 (77) 3,914 9,205 13,119

14,263

平成18年度 第29回 129 (66) 7,597 7,844 15,441

平成17年度 第28回 106 (71) 5,314 8,949

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
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第 39 回沖縄青少年科学作品展 開催概要 

 

開催日時：平成 29 年 2 月 18 日（土）、19 日（日）10：00 ～ 17：00 

開催場所：浦添市民体育館 

 

【式典】 

実施日時：平成 29 年 2 月 18 日（土）10：00 ～ 11：30 

内  容：開会式および表彰式 

 

【沖縄県知事賞受賞作品発表】 

実施日時：平成 29 年 2 月 18 日（土）11：30 ～ 12：00 

内  容：沖縄県知事賞受賞者による作品発表 

 

【上位賞受賞者によるポスターセッション】 

実施日時：平成 29 年 2 月 18 日（土）13：00 ～ 14：00 

内  容：上位賞（沖縄県知事賞、沖縄電力社長賞、沖縄県教育長賞、環境奨励賞）受賞者に

よる作品概要説明および質疑応答 

 

【入賞作品展示】 

実施日時：平成 29 年 2 月 18 日（土）、19 日（日）10：00 ～ 17：00 

内  容：全入賞作品（沖縄県知事賞、沖縄電力社長賞、沖縄県教育長賞、環境奨励賞、佳作、

入選）129 点の展示 

 

【その他イベント】 

実施日時：平成 29 年 2 月 18 日（土）12：00 ～ 17：00 

          2 月 19 日（日）10：00 ～ 17：00 

内  容： 

○チャレンジ実験コーナー 

科目 実験名 実験内容 

物理 ストローロケットであそぼう 
空気圧を利用したストロー型のロケットを発射す

る道具を制作した。 

化学 金属樹を作ろう 
金属のイオン化傾向の差を利用して、美しい金属

樹を制作した。 

生物 葉脈標本しおりをつくろう 
葉脈標本を作成し、ラミネートでしおりに仕上げ

た。 

情報 
合成写真を作ろう＆簡易ＶＲ

体験 

クロマキー技法にて合成画像を制作した。スマー

トフォンを利用した簡易ＶＲを体験した。 
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科目 実験名 実験内容 

理科 

ドライアイスシャーベット 
ジュースをドライアイスで冷やし、シャーベット

を作った。 

虹カードを作ろう！  
ホロスペックスフィルムを用いて光が虹のよう

に見えるカードを制作した。 

プラトンボ 
プラスチック製の竹とんぼを制作し、飛ばしてみ

た。 

 

○科学教室 

教室名 教室内容 出展先 

ホネを学ぼう 

人間のホネの模型と動物たちの本物のホネを

観察して、比較しながら学んだ。ふれあいミニ

動物園の動物たちのホネと生きている姿を比

較して学ぶことができた。 

公益財団法人 

沖縄こどもの国 

世界にひとつだけの細

胞模型をつくろう！ 

細胞の役割について学んでもらい、実際に細胞

の模型を作って理解を深めた。 

沖縄科学技術大

学院大学 

ミニオール電化ハウス

を作ろう！ 

ミニオール電化ハウスを製作し、風力発電や手

回し発電機によって発電された電気を充電し

ながら作動させることで、電気回路の基礎と身

の回りのエネルギーについて考えた。 
琉球大学教育学

部 

LED って本当に省エ

ネ？ 

LED ランタンと分光器を製作し、蛍光灯や白熱

灯との違いを比較することによって省エネル

ギーの理由を考えた。 

PIC マイコンでタイマ

ーを作ろう・Linux で遊

ぼう 

PIC マイコンを用いたタイマーの作成体験お

よび小型コンピュータ Raspberry Pi を用いた

様々な応用アプリケーションの展示を通して、

工学の身近さと面白さを学んだ。 

琉球大学工学部 

電気電子工学科 

液体窒素で極低温の世

界を体験 

液体窒素を用いた実験、超伝導体の体験を行っ

た。 

琉球大学理学部 

物質地球科学科 

テクノロジーによる科

学の質問 

身体運動からの正確なデータを集めるために

使われるテクノロジーを調査した。 

アメリカンスク

ール 
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○ロボットコーナー 

部門 タイトル 協力 

中学校 ロボット競技デモンストレーション 
沖縄県中学校技術・家

庭科教育研究会 

高等学校 ロボット三種模擬競技 沖縄県工業教育研究会 

高等専門学校 ロボット競技「ロボット・ニューフロンティア」 沖縄工業高等専門学校 

 

○科学実験ステージショー（Mr カガックサイエンスショー） 

県内高等学校の物理の先生方による来場者参加型の科学実験ショー 

 

○電力・エネルギーコーナー 

電気について体験しながら興味・関心や知識を持ってもらい、また沖縄電力株式会社につい

て PR し、理解を深めていただくことを目的に実施した。 

・環境行動パネル展 

・おきでんエネルギー・環境教育 

・研究開発への取組み 

・オール電化体験車 

 

○ふれあいミニ動物園 

小動物と実際に触れ合える場を提供することで、生き物に対する興味を高めるとともに、生

命を大切にする心を育てることを目的に実施した。（協力：公益財団法人 沖縄こどもの国） 
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第 39回沖縄青少年科学作品展会場見取り図
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おわりに

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

手としての人材の育成に寄与することを目的に開催しています。

　この作品集は、本作品展で優秀な成績を修めた作品を永く記録に留め、今後の児童生徒による研究活動、理科教育の

発展に寄与することを目的に発行するものです。

　本作品展開催にあたりご尽力いただきました関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

　作品集の閲覧にあたって

　　①　上位入賞者の作品レポートは、児童生徒の作品をそのまま記録とするため、手書きのレポートについては電子

複写を行い掲載しております。

　文字が小さくなっておりますが、拡大機能を利用の上、ご覧いただきますよう、よろしくお願いします。

　　②　上位入賞作品には審査員からの講評を合わせて掲載しております。今後の研究を進める上で参考としていた

だければ幸いです。

第39回沖縄青少年科学作品展　作品集

平成29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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