はじめに
本年度も，科学に関連する嬉しい話題があり，私たちに夢と将来への希望を多く与えてくれまし
た。まずは，「チバニアン」
，地球史のうち77万～12万６千年前の時代区分が市原市にある地層に基
づき，地質時代名になる可能性が高まりました。少なくとも11回地磁気逆転している中の最後の地
磁気逆転の痕跡が世界有数の良好さで観測できるということです。宇宙では，2014年12月に打ち上
げられた小惑星探査機「はやぶさ２」が今年６～７月に小惑星「リュウグウ」に到達予定で地球や
生命の起源につながる貴重な資料集めを行います。また，夢を追う世界的な二つの挑戦。一つ目は，
2007年に発表された人類初の民間による月面探査レース。二つ目は，2015年に発表された世界初深
海の国際レース。日本のチームも参加していますが今年，これらの結果が出るということです。
（月
面探査レースは，残念ながら全チームが３月末の期限までに月面に到達できない見込みで終了。）さ
らに私たちの社会・経済を見渡せば AI の技術革新が行われ，今までなら未来社会の夢話が現実にな
り，急速に実用化してきています。
前置きが長くなりましたが，非常に困難なことにでも挑戦し，失敗しても決してあきらめず，失
敗から学び取り改善すること，より柔軟な発想ができることが大切です。そのエネルギー源になる
のは，夢をもつこと，その夢を叶えようとする力だと思います。特に科学分野では，興味や疑問を
もち，それについて解明したいという思いです。深めれば深めるほどその思いは強いものになると
思います。
今年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展に，各学校から出品された16,238点の中から支部審査
を経るなど，653点の作品が千葉県児童生徒・教職員科学作品展に出品されました。どの作品も校内，
そして県内各地の地方展で選出された力作揃いでした。夏休み期間中を中心に，長いものでは数年
間を費やしてまとめられた科学論文や科学工夫作品を見ていると，作品の完成に至るまでの熱意と
苦労が伝わってきます。疑問を追究し試行錯誤を繰り返し失敗から学び，科学的に解明している作
品から，決してあきらめない偉業を成し遂げた研究者に通じるところがあるものと思います。
そうした作品の中から，優秀な作品が全国展に出品され，素晴らしい成果をあげていることは，
大変うれしいことです。科学工夫作品では，君津市立貞元小学校の山本射富人さんの「さあ，どこ
に行く？

スロットマシン」が全日本学生児童発明くふう展で文部科学大臣賞を受賞しました。全

国児童才能開発コンテストでは，我孫子市立湖北台東小学校の船本聖己さんの科学論文「ゴーヤの
つるの研究～５年間の研究で分かったこと～」が全国連合小学校長会会長賞を受賞しました。
このような優秀な作品の数々を，本作品選集に集録しています。これは，新たに研究や工夫作品
に取り組む時，あるいは児童生徒の取り組みを指導したり支援したりする時，必ずや参考になると
思います。本作品選集を大いに活用していただきたいと思います。
結びに，本作品選集の発刊にあたり，児童生徒を懇切丁寧にご指導いただいた先生方やご協力い
ただいた保護者の皆様，そして，運営面で多大なご苦労をいただいた千葉県総合教育センターの先
生方や関係の皆様に心より感謝を申し上げ，ご挨拶とさせていただきます。
平成30年３月
千葉県児童生徒・教職員科学作品展実行委員会
委員長

岩 原 浩 之

平成29年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展を終えて
地球の地質年代名に，日本の地名から「チバニアン」
（千葉時代）と初めて命名される可能性が出
てきたことで全国的に注目を浴び，多くの人々が一目見ようと各地から押し寄せています。地球の
歴史上で約77万年～12万６千年前の年代の世界的な基準地（「国際標準模式地」）として，千葉県市
原市の地磁気逆転期地層が国際地質科学連合において多数の支持を受け，平成29年11月候補地に選
ばれたということです。正式な決定は，今後数回の審査を行った後，平成30年中が見込まれていま
す。これにより県民の理科への興味関心が一層沸き高まり，初等教育段階からの理科教育の一層の
充実に期待するところです。
さて，
「千葉県児童生徒・教職員科学作品展」は，今年度，科学工夫作品の部が第67回，自作教具
の部が第64回，そして科学論文の部が第61回を数えました。県内各地の小学校，中学校，義務教育
学校，高等学校，特別支援学校から合計653点もの作品が集まり，一次審査から最終審査を経て，各
賞が決定されました。審査においては，理科教育を牽引する大学教授や研究機関の研究者，各種企
業や団体から推薦いただいた方，理科教育関係者合計157名の慎重な審議を重ね，賞の決定に至りま
した。
これらの作品は，10月14日（土），15日（日）の両日に一般公開いたしました。御来場くださいま
した方々は二日間で合計2,079名にものぼり過去最高を記録したことからも，この「千葉県児童生
徒・教職員科学作品展」への関心の高まりを感じました。この一般公開では東邦大学，秀明大学，
日本大学，千葉大学からのべ47名の学生ボランティアの協力をいただき,科学工夫作品の動作につい
て来場者へ説明をしていただきました。特設の発表コーナーでは延べ40組の児童生徒のみなさんが
自ら創り上げた作品の内容や作成・研究の過程を一生懸命にわかりやすく発表していました。この
ように一般公開にあたり御支援・御協力いただきました大学関係者の皆さまに深く感謝申し上げま
す。
この作品選集は，今年度の千葉県児童生徒・教職員科学作品展に出品された科学論文335点，科学
工夫作品310点，自作教具８点の中から，特にすぐれていると評価された作品，合計74点の概要をま
とめたものです。
この作品選集を参考に，次年度も数多くの科学論文や科学工夫作品，自作教具が出品されること
を期待しております。
最後に，これまで御指導いただきました各学校の先生方，御多用の中審査いただいた審査員の方々，
さらに御協力いただいた教育関係団体の皆さまに深く感謝申し上げます。

平成30年３月
千葉県総合教育センター
所 長

安

藤

久 彦
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千葉県知事賞
ゴーヤのつるの研究
〜５年間の研究でわかったこと〜

は照度が高いほど活発に動き，巻き付く相手を
より速く見つけていると考えられる。
(2) つるの先を切って動きを見るについて
① つるの先を長く切れば切るほど動きが小さ

我孫子市立湖北台東小学校 ６年

くなり，１㎝の長さのつるでは全く動かなく

船 本 聖 己

なる。

１ 研究の動機
１年生の時はアサガオのつる，２年生からゴー

② つるの先を，
つるの長さの割合の1/4切った

ヤのつるに興味を持ち，ゴーヤのつるの不思議に

つるの動きと1/3切ったつるの動きを比べる

ついて５年間研究してきた。今年はつるの動く様

と，約７～10倍ほどの開きがある。

子をさらに詳しく調べてみたいと思い，観察時間

以前の研究で，つるがものに巻き付く仕組み

を以前の倍の12時間に増やしてみた。また，今年

にはつるの先にあるオーキシンが関わっている

の春のニュースで発表された“つる植物は味覚で

ことがわかったが，今回の研究結果から，この

同種を避けている”という東大のヤブガラシのつ

オーキシンはつるの先からつるの長さの割合

るの研究について，ゴーヤのつるにも当てはまる

1/4位までで作られていると考えられる。
(3) ゴーヤのつるは相手を選んで巻き付くのか

のかを確認してみたいと考えた。

① つるが巻き付いたのは，竹ひご・ゆでたホ

２ 研究の内容

ウレンソウ。

研究の観察に必要な道具を作り，巻き付く前の

② つるが巻き付かなかったのはゴーヤの茎・

つるの部分を切り取り，色々な条件を与えながら

ホウレンソウ・ゆでたゴーヤの茎

６時から18時まで12時間継続して観察をした。

ゴーヤのつるが巻き付く相手は，東大の研究

また，つるを置くにあたり同じ部屋にすること
でつる同士の温度差を無くした。

の通り｢シュウ酸の有無」が関係していることが

(1) 明るさの違う場所でつるの動きを見る

ホウレンソウを使った実験でわかった。しかし，
ゴーヤの茎をゆでても巻き付かなかったことか

ゴーヤのつるを明るい場所と暗い場所に置き，
つるがどう動くか，また，照度の違う電球をつ

ら，ゴーヤのつるが自身の茎に巻き付かないの

るに当てると動きに違いが出るかを観察。

は，｢シュウ酸の有無」の関係だけではないこと
がわかった。東大の研究で用いたヤブガラシと

(2) つるの先を切って動きを見る
つるの先を色々な長さに切ってみる。切る長

ゴーヤの茎の違う点は，ゴーヤの茎には毛がび

さによって動きはどのようになるのかを観察。

っしり生えている点である。この毛の有無が巻
き付きに関係しているかは今後の研究課題である。

(3) ゴーヤのつるは相手を選んで巻き付くか
ゴーヤのつるは巻き付く相手を選ぶかについ

４ 指導と助言

て確認するためネットの代わりに色々な種類の

５年間の研究の集大成となる研究なので，今回

支柱を用意してそれぞれ３日間観察を続ける。

の研究結果と，今までの研究結果を比較して考察

３ 研究のまとめ

するよう助言した。
５年間で約500本のつるを使っ

(1) 明るさの違いによるつるの動きについて

て集めたデータを基に検証したつるの動きの研究

① 照度が高いほどつるの動きは大きくなる。

は，大変興味深いものである。
（指導教諭 早川 諒）

② 照度を高くして長時間つるに光を当て続け
ると，つるの動きは円を描くほどとても大き

審査評
ゴーヤのつるの動きは，
明るさに関係しており，

くなる。
以前の研究で「つるは明るい場所ほど速く支
柱に巻き付く」という結果が出ていたが，つる

動かす成分は同種をさける事も実験した。データ
が豊富にそろえられている。

－ 4 －

千葉県知事賞
ダンゴムシコンポストを作るための
基礎研究 Part２

らせた茶殻を0.4g 食べました。湿った茶殻では２
日目にカビが生え始めました。茶殻を抱えてひっ
くり返りながら食べるダンゴムシがいました。
研究２：ダンゴムシは細かく刻んだ茶殻を

松戸市立第一中学校 １年

0.23g，大きな茶殻を1.77g 食べました。

森 本 尚 子

研究３：ダンゴムシ100匹は広い飼育容器で

１ 研究の動機
ダンゴムシコンポストを思いつき小学６年生で
実験をしました。20匹のダンゴムシは生ごみを１

1.8g，狭い飼育容器で2.6g 食べました。
４ 考察

週間で２g食べ125.6㎎のフンを出しました。１匹

茶殻を電子レンジで乾燥させ，土を使わない方

あたり100㎎の生ごみが6.3㎎のフンとなる計算で

法でのダンゴムシ飼育を考案し，ダンゴムシ100

す。ダンゴムシを100匹に増やすと，１週間で3.8g

匹での飼育に成功しました。
ダンゴムシは，脚幅の長さより大きな乾燥茶殻

しか食べず，１匹あたりの処理能力は減少しまし
た。ダンゴムシは腐った生ごみを食べませんでし

を好んで食べます。

た。ダンゴムシを寒天培地に歩かせると，たくさ

土を排除して生ごみの腐敗を防止できました

んの細菌やカビが培養され，生ごみが腐る原因と

が，床材がプラスチックだとひっくり返ることが

思われました。また飼育容器に土を入れると，生

多くなるため，床材の工夫が必要であると考えま

ごみはさらに腐りやすくなり，100匹中30匹のダン

す。

ゴムシが死亡しました。

５ 展望

ダンゴムシコンポスト実現には，生ごみが腐る

ダンゴムシ1000匹以上を飼育できれば，茶殻に

前にダンゴムシに食べきってもらうことが大切と

特化したダンゴムシコンポストが作成できると考

考えました。
ダンゴムシは湿った環境を好みます。

えています。

飼育環境を保ちながらも，生ごみは乾燥させ，土

また，茶殻を抱えてひっくり返りながら食べて

を排除することで，カビや細菌の繁殖を抑えよう

いるダンゴムシを多く見ました。｢ひっくり返るこ

と考えました。早く食べきってもらう工夫も必要

と」はダンゴムシにとって生命の危機に結び付く

です。毎日少しずつ出る生ごみに茶殻がありまし

と考えます。なぜひっくり返りながらも茶殻を食

た。ダンゴムシは自然界では落ち葉を食べます。

べているのでしょうか？それは反射的な行動なの

茶殻を用い３つの研究を行いました。

でしょうか？それとも何か意思を持っての行動な

２ 研究の方法

のでしょうか？抱えるものの大きさや種類によっ

研究１：ダンゴムシ20匹ずつを用い，乾燥させ

て違いはあるのでしょうか？今後，究明していき

た茶殻と湿らせた茶殻の摂取量を３日間観察しま

たいと思います。

した。

６ 指導と助言

研究２：ダンゴムシ20匹ずつを用い，細かく刻

ダンゴムシコンポストを作りたいという生徒の

んだ茶殻と大きな茶殻の摂取量を３日間観察しま

希望を尊重しながら，課題について一つずつ丁寧

した。

に話し合いながら研究方法を模索した。
（担当教諭 山藤 志帆）

研究３：100匹ずつのダンゴムシに「乾燥させ
た大きな茶殻」を用い，大きさが異なる飼育容器

審査評
ダンゴムシに生ごみを処理させ，家庭の生ごみ

(底面積384㎠と109㎠)で茶殻の摂取量を３日間観
察しました。

の減量に役立てるための各種の実験を試みた。そ

３ 研究の結果

の結果，様々な事が判明した。

研究１：ダンゴムシは乾燥した茶殻を1.5g，湿
－ 5 －

千葉県知事賞
クロベンケイガニの生活史に関する研究

られなかった。採集調査の結果，採集地点３カ
所を比較すると上流側ほど大きい個体が多く，
成長につれて上流側に移動するものがいるので

千葉県立大原高等学校

はないかと思われた。なお甲幅30㎜を超える大

生 物 部

きな個体は圧倒的にオスに多かった。また捕獲

１ 研究の目的
大原高校周辺にたくさん生息しているクロベン

されたカニの性比に偏りがあり，オスがメスの

ケイガニは，千葉県レッドデータブック記載種で

２～３倍となったがその理由は今のところ不明

もあるが，その生活史はまだ十分に解明されてい

である。クロベンケイガニの抱卵時期は５月中

ない。そこで，その産卵，ふ化から遡上，移動ま

旬から９月中旬頃であり最盛期は６，７月であ

で生活史全体を明らかにしたいと考えた。

った。甲幅20㎜以上で抱卵が増え，甲幅25～30

２ 研究方法

㎜くらいのメスの抱卵率が最も高かった。

クロベンケイガニが生息しているのは学校脇を

(2) 生息地点付近でプランクトンネットを引いた

流れる塩田川で全長約９㎞の川である。

ところ，ふ化直後と思われる大量のゾエア幼生

(1) 川全体でどこに生息数が多いか，そこはどん

を採集することができ，その近くで放仔してい

な環境かを観察した。そして生息数の多い地域

ることがほぼ確実であると考えられた。また抱

の３地点において，採集調査を繰り返した。採

卵メスに標識をつけて観察した結果，データは

集は目についたものを「手当たり次第に」捕獲

少ないものの生息場所から移動せずに放仔した

するという方法で，採集したカニは雌雄，抱卵

と思われる個体を再捕した。こうしたことから，

の有無，甲幅を確認して放流した。抱卵メスに

放仔の瞬間を直接確認することはできなかった

は標識を付けた。なお巣穴を掘り返すことはし

ものの，抱卵メスは生息場所の川で放仔し，下

なかった。この採集調査は2016年と2017年の４

流，河口方面へ下ることは基本的にはないと思

月から11月にかけて，延べ73回行った。また越

われる。
(3) 水槽中で放仔されたゾエア幼生を淡水中と

冬中の様子も一度確認した。
(2) 抱卵母ガニがふ化幼生を水中に放す「放仔」

１／２海水中において無給餌で飼育した。その

が生息地点付近で行われるか調べるため，プラ

結果最低でも淡水中で丸１日，１／２海水中で

ンクトンネットを用いて川でクロベンケイガニ

丸３日は問題なく生存していた。丸１日あれば

のゾエア幼生の採集を試みた。

ゾエア幼生が流下して塩分を含む感潮域まで到

(3) 放仔が川で行われるとするとゾエア幼生が淡
水中で生存できるのかどうか調べるため，幼生

達することは充分可能だと考えられる。
(4) メガロパ幼生の採集を試みたが，
採集できず，
遡上の過程については解明できなかった。

の飼育実験を行った。
(4) ゾエア幼生はメガロパ幼生に変態し，さらに
稚ガニに変態する。その過程で川を遡上するこ
とになるが，メガロパ幼生として川を泳いで遡
上することを考え，メガロパ幼生の採集を試みた。
３ 結果

抱卵中のクロベンケイガニ

(1) 生息場所を観察したところ，クロベンケイガ

ゾエア幼生

４ 指導と助言

ニが姿を現したのは４月半ば頃から11月半ば頃

長靴を履いて地道な調査を続けてきた。未解明

であった。冬眠も夏季の生息場所の巣穴で行わ

の点も多いが，後輩たちが引き続き取り組んでく

れていることを確認した。岸がコンクリート化

れることと思う。

されておらず，ヨシが生育していたり，岸辺に雑

審査評

（指導教諭 西 友夫）

草が生い茂っていたり，岸に土が露出していた

地道な調査を重ねてクロベンケイガニの放仔の

り，石がゴロゴロしたりというような環境で生

場所など生活史の解明に迫った研究。保護生物で

息数が多かった。護岸のためか河口付近には見

ある同種保全への活用も期待される。

－ 6 －

千葉県教育⻑賞
ぼくのおじぎ草 part６

置し，葉の反応や様子，水分量を記録し考察した。
(8) 葉の残数による反応
葉の切り方や枚数と葉や枝の様子の違いの

木更津市立金田小学校 ６年

関係について毎日記録し考察した。

三 木 叶 汰

３ 研究のまとめ

１ 研究の動機
１年生の時，見るだけでなく触わって楽しめる

(1) 種の変化と強さ

おじぎ草に興味を持ち，５年間観察を行った。そ

１年前の種は発芽し元気よく成長するが，２

の結果，日照時間と葉の開閉，音や味，におい，

年以上経つとあまり成長しなかった。栽培年数

温度，与える水の量，明暗，場所などでの葉の様

を重ねると種はだんだん強くなっていた。

子や反応を調べると，人間と似ている所を発見し

(2) 記憶力
葉に記憶させたことは，種になるとすっかり

た。又，記憶する能力があることに驚いた。そこ
で今年は，今までの結果を参考に１～５年生で採

忘れていた。

れた種の成長の違い，記憶の持続力，葉の移動時

(3) 記憶の持続力

間，照射する光の色への反応，葉の残数による反

記憶は約20日後まで続いた。14日後まで鮮明

応，
根粒の役割は何か等疑問に思ったことを実験，

に覚えていたが，その後，序々に忘れていった。

観察をし，おじぎ草の秘密を解明することとした。

(4) 光への葉の動きと移動
葉は４分後に動き始め，約20分で主葉枕と副葉

２ 研究の内容

枕を支点とし円を描くように光の方へ移動した。

(1) 種の変化と強さ
１～５年生で採れた種をそれぞれ土に蒔き，

(5) 照射する光の色への反応
１番大きな動きが見られたのは青色だった。黒

発芽までの日数，背丈や葉の色，反応を毎日観

色は温度が高くなり葉は垂れ下がってしまった。

察し種は年々変化しているのか考察した。

(6)(7) 根粒の役割（葉の動きと生命力の関係）

(2) 記憶力

根粒は葉の動きと関係していなかったが，葉

土に「記憶させた種」を蒔き，発芽しても同

を元気にする役割をしていた。根粒は，葉で作

じ記憶が残っているのか考察した。

ることのできない根粒菌を作り，枝や葉に栄養

(3) 記憶の持続力

を与え生命力を強くする大事な役割をしていた。

おじぎ草にとって水は無害だと記憶させ，そ
の後，何日後まで持続力があるのか毎日記録し

(8) 葉の残数による反応

考察した。

枝に付いている葉が１枚でもなくなると，

(4) 光に対する葉の動きと移動時間

序々に動きが鈍くなり反応しなくなった。また，

葉を太陽と逆向きにし，光に対する葉の動き

葉の残数を50％，70％にしても反応は同じだった。
４ 指導と助言

方と移動時間を２分ごとに記録し考察した。

種の発芽率や記憶力，葉の光や色への反応，根

(5) 照射する光の色への反応
６色（青，赤，黄，緑，黒，ピンク）の光を

粒の役割などを観察・実験により仕組みを解明し

15分間当て，各色の葉の移動距離と様子を記録

ている。また，それぞれの結果を関係付けて考察

し，反応が早いのは何色なのか考察した。

し，新たな課題を持つことができている。
（指導教諭 田中 亮子）

(6) 根粒の役割①（葉の動きとの関係)
根粒あり，なしのおじぎ草を水にさし，葉の

審査評

動く時間(水の吸い上げと戻し)を計り考察した。
(7) 根粒の役割②（おじぎ草の生命力との関係）
根粒あり，なしのおじぎ草を水なしで机上に放

６年間継続して研究している。研究内容は年々
深まり，
おじぎ草の記憶する力にまで及んでいる。
大量のデータを処理している点がすばらしい。

－ 7 －

千葉県教育⻑賞
真珠づくりへの挑戦
〜ビーカーの中で真珠は出来るのか〜

真珠層ができたかどうかを，確認するには，真珠
の表面にブラックライトの紫外線を当て，明るい
水色の蛍光を示すかどうかを調べればよい。②今
回の実験のテーマである「ビーカー内で真珠は出

千葉市立稲毛高等学校附属中学校 ３年

来るのか」の最終的な結果は，現段階では「出来

世 古 瑞 紀

ない」である。ただ，真珠層を作る最初の段階で

１ 研究の動機
私は，美しい伊勢志摩の海ではなく，自分の家

あるアラゴナイト結晶を薄く作ることは可能であ

で真珠を作ってみようと思った。アコヤ貝が１年

る。また，次のグラフは，24時間石灰水に空気を

半かけて作る真珠も，真珠の出来るしくみを考え

送りｐＨを測定したデータである。

て，工夫すれば真珠を家で作れると思った。真珠
を作るには，何か思いがけない秘密があり，失敗
をしても，真珠のできる仕組みを忠実に実現して
いけば，いつか或る日美しい真珠の輝きを手にす
ることができると思い，研究を始めた。試行錯誤
の連続であったが，あきらめずに挑戦した。
２ 研究の方法
次の９点について調べた。①文献から，真珠層
の構造と真珠のでき方を調べた。また，本真珠の
生成確認方法を考えた。
②最初に，
石灰水だけで，
炭酸カルシウムの結晶がどのように出来るかを探

ここの急激なｐＨ変化が，中和滴定グラフの特徴

４ 研究の結論

った。③次に，石灰水とかつおだしで真珠づくり

今回の研究で，最も重要な結論は次の１点であ

に挑戦した。④再度真珠層ができる仕組みを考え

る。①真珠層を形成させるためには，炭酸カルシ

直してみた。グルコサミンを少量加えて，実験し

ウムをコンキオリン層の中でアラゴナイト結晶化

た。⑤水酸化カルシウムの溶解度を，液温とｐＨ

させることが重要である。炭酸カルシウムが結晶

から測定した。また，24時間継続して，石灰水の

化して固まってから，次に進まないと真珠層は厚

ｐＨを計測した。⑥ホットプレートで保温して，

くならない。また，炭酸カルシウムとコンキオリ

約40℃に温度を上げて実験した。⑦「Ｍｇ－オオ

ンがどのように結びつくかを解明すれば，真珠は

カナダモ電池」を用いて，炭酸カルシウムの結晶

作れる。今後の研究の大きな課題である。

のでき方を調べた。⑧木工用接着剤(酢酸ビニル：

５ 指導と助言
真珠をビーカー内で作ることは，夢物語かもし

CH2=CHOCOCH3)を接着剤にすることを考えた。
⑨真珠パウダーを手に入れ，試作した。

れないが，中学生として出来る限りの挑戦をした。

３ 研究の結果

真珠は出来ないという結果ではあったが，どのよ

特に重要な結果は次の２点である。①真珠を作
るには，CaCO3（炭酸カルシウム）を作るCa(OH)2

うにしたら真珠ができるのか，そのメカニズムの
最初の一歩は明らかにしたと思う。
（指導教諭 田辺 久生）

（石灰水）と空気中のCO2，タンパク質としての
コンキオリンの３つの原料が必要である。また，

審査評

真珠層をつくるのには，たんぱく質のコンキオリ

真珠層（アラゴナイト）を作成でき，光沢を有

ンのシートの上に，
六角板状の炭酸カルシウム
（ア

する人工真珠まで進めている。考察もよく行い実

ラゴナイト）がうすく平面上に並び，その層が積

験を進めている。

み重なって，真珠光沢を生み出す。また，本当に
－ 8 －

千葉県教育⻑賞
化学発光振動反応のラジカル挙動

ジカルの量が減少したためである。
(2) ルミノールの発光は･OS(O)CNによるか，
SO3-･によるか

市川学園市川高等学校 ２年

ルミノールはSO3-･とは反応しなかった。

通 岡 知 輝

･OS(O)CNと反応して発光していることがわか

１ 研究の動機

った。L-012はSO3-･と反応して発光した。

Cu2+，H2O2，KSCN，NaOH入りルミノールで
化学発光振動反応が起きることが知られている。

(3) L-012などの化学発光振動反応

反応中に生成するラジカルとしてHO2･，HO･，

L-012を使った場合，短時間の強い発光以外

･OS(O)CN，SO3-･がある。ルミノールはSO3-･と

に，途中で発光強度が盛り上がる新規現象を発

反応して発光しないか疑問に思い研究を開始した。

見した。

２ 研究の内容
(1) ルミノールを使った化学発光振動反応
Cu2+，H2O2の濃度を変え，発光強度の変化，
pH，ORP（酸化還元電位）の変化を，イージ
ーセンスを使い，パソコンと記録計で同時測定
した。
(2) ルミノールの発光は･OS(O)CNによるか，
SO3-･によるか
亜硫酸ナトリウム水溶液にCu2+を加え，酸素
を吹き込みSO3-･を発生させ，ルミノールの溶
液を加えた。ルミノール類似の３つの化合物も

(4) L-012の新規発光現象は何によるものか
発光時にHO2･消去剤のアスコルビン酸を注

試した。
(3) L-012などの化学発光振動反応

入すると，一時消光した。過酸化水素の濃度を

L-012を使い，化学発光振動反応を同様に測

増やすと，盛り上がりの発光強度が増加したこ

定した。

とから，HO2･との反応による発光であることが

(4) L-012の新規発光現象は何によるものか

わかった。

発光時にHO2・，HO・消去剤を注入した。

(5) 様々な発光物質と発光強度の関係
最大吸収波長はL-012＞ルミノール＞イソル

H2O2，SCN-の濃度変化による発光の様子を測

ミノールであった。最大吸収波長がより長波長

定した。

にあり，LUMOとHOMOのエネルギー差が小

(5) 様々な発光物質と発光強度の関係

さいほど，ラジカルとの反応性が増すことがわ

ルミノール，L-012などの吸収スペクトルを

かった。

測定し，発光の関係を考察した。

４ 指導と助言

３ 研究のまとめ

ルミノールの類似化合物のL-012を使い，新規

(1) ルミノールを使った化学発光振動反応

短時間に非常に強い発光が周期的に起こった。 発光現象を発見し，さらにその原因がHO2･である
振動周期は，Cu2+，H2O2の濃度が増すと，短く

ことを突き止めた研究経過が素晴らしい。
（指導教諭 中島 哲人）

なった。律速反応で生成する Cu+(SCN-)n の濃
度が一定量に速く到達したためである。発光強

審査評

度は Cu2+の濃度が増すと小さくなった。短くな

新しい発光現象を観測し，様々な実験からラジ

った振動周期の間に生成する･OS(O)CN のラ

カル種の特定に成功していることは評価できる。

－ 9 －

千葉市教育⻑賞
千葉県の砂浜の砂

４ 研究の結果
千葉県の砂浜は，場
所によって粒の大きさ，

南房総市立三芳小学校 ４年

貝殻の混ざり具合，全

北鹿渡 佑 生

体の色は違った。

１ 研究の動機
小学３年生のとき，南房総市の海水浴場の砂を

（右写真）

集めた。その研究では，内房の砂と外房の砂では

(1) どの砂浜でも磁石

色がかなり違うこと，外房では近い場所の砂の様

につく砂はある。細

子は似ているが，内房の砂浜は近い場所でも全然

かくて黒っぽい砂に

様子が違うことに気づくことができた。しかし，

は，磁石につく砂が多く入っていた。

その研究では，砂粒の大きさやその割合を目で見

(2) 今回の研究では，白っぽい砂に貝殻が多いか
どうかはわからなかった。

るだけだった。
そこで，今年はふるいやはかりを使って砂粒の

(3) 九十九里浜の砂は，大粒が少ないため，見た

大きさごとの割合を計りたいと考えた。さらに，

目はかなり似ているが，中小粒の割合は場所に

南房総市の砂浜から千葉県全体の砂浜に範囲を広

よって違いが大きかった。また，砂の磁性の変

げ，
違いを調べたいと思い，本研究に取り組んだ。

化は興味深かった。

２ 研究の内容

(4) 外房地区は，内房地区より砂の粒が細かい場

(1) 砂粒を大きさ別に重さを計り，割合を調べる。
(2) 磁石につく砂の割合を調べる。

所が多い。
５ 研究のまとめ

(3) 大きな紙に千葉県の地図を書いて，砂の標本

同じ重さの砂でも，かさの違いがあることに気
づいた。これは，貝殻の量や砂粒の種類が関係し

をはり，｢千葉県の砂浜の砂」の図を作る。

(4) 千葉県の砂に共通している点や違う点を探す。 ているのではないかと思った。
３ 研究の方法

しかし，目や虫眼鏡で観察しても，詳しくわか

(1) 砂の集め方

らなかったので，次の研究では，顕微鏡などで観

千葉県の地図を見て，海水浴場の砂を集める
（県内61カ所)。なるべくいつも海水に浸かって

察してみたい。そうすることで，岩石の種類など
がわかってきたら面白いと思う。
南房総の砂は黒っぽく，外房より北の砂は灰色

いる波打ち際の砂を取る。

から白っぽい砂が多い。その場所の山の地層や流

(2) 実験の方法
① 砂を同じ重さに分ける。

れる川と関係があるのかなと思った。

② ふるいを使い，砂粒を大・中・小に分ける。

６ 指導と助言

③ 磁石を用い，強磁性の砂と弱磁性の砂に分
ける。

らに詳しく調べるために本研究に取り組むことが

(3) 観察の方法（海岸や砂の様子を記録）
①

昨年の研究「南房総の海の砂」に引き続き，さ
できた。採取した砂を観察しわかったことと，地

砂浜や砂を見てわかる全体的な色や様子。

層やそこを流れる川等を関係づけて考察できてい

② 粒の大きさごとの重さの割合。

る。新しい課題も見つかり，今後も頑張ってほし

③ 磁石につく砂の量の重さの割合。

い。

※ 磁石につく砂の重さの総量の平均を基準に

審査評

（指導教諭 菊間 美智子）

県内61カ所という多数の砂浜から採取した砂を

して，その差を比べる。

比較し，数量化やグラフ化によってわかりやすく
まとめている点がすばらしい。
－ 10 －

千葉市教育⻑賞
「消しやすさ」を探る

はプラスチック消しゴムが98と最も優れている。
消しゴムに加える力が大きいほど，消す動作回
数は少ない。鉛筆の種類は２Ｈの評価が343と最

千葉市立打瀬中学校 １年

も消しやすい。筆圧は小さい方が消す動作の回

上 浦 瑞 美

数は少ない。

１ 研究の動機
間違えた文字をきれいに消そうと消しゴムを強

(5) 顕微鏡観察結果

く押しつけたところ，用紙を破ってしまった。ま
た，使うと紙が黒くなってしまったり，消しカス
がたくさん出てきたりするものなど様々な消しゴ
ムがあった。そこで，消しゴムを使って良く消す
条件を知りたいと思い，研究することにした。
上：字が書いてある部分(右側)と書かれて
いない部分(左側)の紙の表面写真

２ 研究の内容
(1) 目的

左：消しゴムで字を
消したあとの紙
の表面写真

消しゴムの消しやすさを①消しゴムの種類と
消す時の力の加え方②鉛筆の種類と書く時の力
の加え方に分けて調査し，どのような組み合わ
せが消しやすいか探る。
(2) 方法

３ 研究のまとめ

① ＣＤのプラスチックカバーを秤の台にはり

(1) 良く消すための消しゴムの種類

つけ，平らな台にする。

削って消す場合は砂消しゴム

② 定規の上に鉛筆を当てて秤の重量表示を見
ながら，決められた力で線を引く。

通常はプラスチック消しゴム
(2) 良く消すための，消しゴムへの力のかけ方

③ 書いた線を，重量表示を見ながら決められ

力をかけるほどよく消える。

た力で，実験１では往復３回，実験２では字

(3) 良く消すための，鉛筆の種類

が消えるまで消しゴムで消す。

２Ｈの鉛筆で軽い力で書く。

④ 実験１では，消しカスの量と，鉛筆の線が

(4) 顕微鏡観察の結果より

どのくらい消えたか（消す力）を５段階で評

鉛筆の芯の黒い粒が繊維にくっついている様

価する。実験２では字が消えるまでの動作回

子や，取り除かれる様子がわかった。消し残し

数と消しカスの量を記録する。

は繊維に粒がからまっている部分であった。
(5) 今後の展望

(3) 実験１の結果

今後は紙の種類にも注目すると，より消しや

消す力はプラスチック＞砂＞ゴム
消 消しカスの評価点の総合計
し （すべての実験評価点の集計）
カ プラスチック
33
ス ゴム
79
砂
81
消 消す力の評価点の総合計
す プラスチック
363
力 ゴム
632
砂
400

採取した消しカスの量を
目視観察し５段階で評価
数字が大きいほど
消しカスが多く出
る。
消えるまでこすった回数
数字が大きいほど
消えにくい。

すさを追究できると思う。
４ 指導と助言
感覚での判断にならないよう，数値化すること
と，考察がぶれないように論旨の整理を行った。
（指導教諭 大野 貴子）
審査評
身近な題材だが発想が新しく，中学生が考え得
るレベルで装置を自作し，秤を使用して定量的に

(4) 実験２の結果
自分で決めた評価方法で算出すると，消す力

消しやすさについて評価している。

－ 11 －

千葉市教育⻑賞
Life in the Egg Shell
〜カメの成⻑を⾒たい〜

こから水溶物の流出はほとんど見られなかった。

千葉県立生浜高等学校
生 物 部

１ 研究の動機
本校では鳥類の卵殻外培養である「殻無し卵孵
化」に成功しており，私たちは同じ卵生ながら生
図１．ラップ落とし法

物として鳥類と大きな違いがあり，特に発生分野
は未知の部分が多いとされている爬虫類の殻無し

(2) 殻無し（茶巾法）について
茶巾法を用いたことで３個体孵化させること

卵孵化に挑戦したいと考えた。
２ 研究の方法

に成功した。この３個体は割卵時に体色が付い

(1) 材料

ており，体色が付いてない状態で割卵した場合，

ミシシッピアカミミガメ有精卵（姫路市立水

体色の変化や甲羅の模様ができていく様子が観

族館から提供していただいた)，ポリメチルペ

察されたが誕生はしなかった。茶巾法は胚全体

ンテン製食品保存用ラップ（フォーラップ)，

を保護することが可能であり，一定の効果を期

キズテープ，透明プラスチック容器

待できることが示された。

(2) 方法
① 窓開け法
卵殻の一部を除去し，胚の発生を観察する
方法である。この方法を用いて，以下の３つ
の条件で除去部分を保護した。
・除去部分と周囲の卵殻も覆うようにフォー
ラップをかぶせた（以下，ラップかぶせ法）
図２．茶巾法の様子

・除去部分のみにフォーラップをかぶせた
４ 展望

（以下，ラップ落とし法）
・除去部分と周囲の卵殻も覆うようにキズテ

本研究の結果はカメの発生観察法の確立の大き

ープを貼り付けた（以下，キズテープ法）

な一歩となるだろう。これによって形態的に詳し

② 卵殻外培養（殻無し）

い研究が可能になり，応用することで亀卵の保護

胚など卵内の内容物を全て取り出す方法。

にも役立つと考えている。将来的には初期の段階

本実験では乾燥から胚を守るため，フォーラ

から観察可能な手法を確立したい。

ップで包む「茶巾法」を用いた。

５ 指導と助言
未知の領域に挑戦したが，これまでの研究の蓄

３ 研究のまとめ

積をカメに応用することができた。鳥類とカメを

(1) 窓開け法について
窓開け法を用いて２個体孵化させることに成

比較し，カメならではの特徴を関係づけて考察で

功し，この方法は卵殻および漿尿膜と保護した

きている。

物質との密着が重要になることが分かった。そ

審査評

（指導教諭 佐藤 一樹）

して効果的だった条件はラップ落とし法であっ

爬虫類の卵殻外培養にとりくみ，胚発生の後期

た。ラップ落とし法は他の２つの条件と比べ，

とはいえ，孵化に成功させたことを評価する。今

除去部分の大きさや形に対応が可能であり，そ

後の進展に期待する。

－ 12 －

千葉県教育研究会理科教育部会⻑賞
バッタの観察 パート４

※ 研究員の方によると「バッタの研究はわか
らないことがほとんど」ということであった。
(3) 今回の実験・観察によると

八千代市立西高津小学校 ５年
戸 川 愛加里

１ 研究の動機と今までの研究

① 紫色の虫かご

→ 緑色☆★

② 青色の虫かご

→ 緑色（茶色の筋）☆
（足に赤み）★

１年生の秋に西高津小学校のグラウンドでオン

③ ピンク色の虫かご → 緑色☆

ブバッタを捕まえて飼ったことをきっかけに，と
てもかわいくなり大好きになった。

茶色★

２年生の夏には，オンブバッタを観察した。体

④ 赤色の虫かご

の色は子どもの時から分かれていること，お店で

→ 茶と赤みの茶☆
茶と赤みの茶と緑★

買った野菜を与えると弱ってしまうこと，糞は黒

⑤ 色なし虫かご

→ 茶色(畳の影響)☆★

色であることなどがわかった。

⑥ 緑色の虫かご

→ 仲間の色に左右★

３年生の夏には，ショウリョウバッタとオンブ

⑦ 黄緑色の虫かご → 緑と薄茶色★

バッタの体の色の変化を観察した。ショウリョウ

⑧ 黄色の虫かご

→ 緑と茶★

バッタとオンブバッタでは草の好みが異なること，

⑨ 茶色の虫かご

→ 緑と茶★

土の入っていない虫かごの方が長生きしたことな

⑩ 薄茶色の虫かご → 茶★

どがわかった。

⑪ 黒色の虫かご

→ 茶と緑★

⑫ 白色の虫かご

→ 緑★

４年生の夏には，日なたと日陰で育ったショウ

※☆（ショウリョウバッタ）の体の色

リョウバッタの体の色の変化を観察した。日なた

★（オンブバッタ）の体の色

と日陰では体の色に違いが出たこと，八千代市で
農薬をまく時期になると家の中で飼っていても大

(4) 去年の夏は，自宅隣の空き地で農薬がまかれ，

量に死んでしまうことなどがわかった。

ショウリョウバッタは22匹全滅，ヒナバッタは

２ 今年度の研究の方法と内容

26匹中25匹死亡，オンブバッタは37匹中６匹死

(1) 大学の先生に色の見え方を手紙で質問

亡した。今年は，全て元気に育った。

(2) 虫かご下部を色画用紙で覆い，上部に紫外線

(5) 去年より長生きした（湿度と菌への配慮）

ライトを当てながら飼育

(6) 様々な菌が発見され，死因と関係性あり

（１日３時間紫外線ライトを当てる）

(7) ショウリョウバッタでは，赤い虫かごに１番

(3) 農薬の影響を受けないよう，窓を閉め切り，

多くの赤色の糞が含まれていた。オンブバッタ

エアコンをつけずに飼育

では色の変化が見られなかった。

(4) 伊丹市昆虫館で教わった飼育方法を採用

(8) 木の陰（紫外線が弱い）→茶色の体

(5) 虫かごにいる菌を採取し培養

緑の草（紫外線が強い）→緑色の体

(6) 虫かごの色が糞の色に影響するのか観察

４ 指導と助言

(7) 住んでいた場所と体の色の関係性を観察して
調査

４年目ともなり，飼育しているバッタの生存率
を大幅に上げることができた。そのため，より多

３ 研究のまとめ

くの実験結果を得ることができた。

(1) 大学の先生によると

（指導教諭 冨樫 将）

研究した前歴がないため答えられないという

審査評

ことであった。

バッタの継続飼育の中から生じた疑問や課題を

(2) 伊丹市昆虫館の先生によると

様々な実験を工夫し，解明している。観察・研究

① 単眼で昼と夜を見分ける
②

で調べたことを飼育に生かしている。

複眼で主に物を見ている(紫外線も見える）

－ 13 －

千葉県教育研究会理科教育部会⻑賞

奇形眼のクローンが奇形眼になりやすいこと

プラナリアの再生時における位置情報の実験６

は去年実証したが，今年の実験でより奇形が大

プラナリアの有性生殖と咽頭による頭部誘発の実験

きいものは奇形が遺伝する確率が高くなること
がわかった。幹細胞に何らかのプログラミング

千葉市立打瀬中学校 ３年

がされて，奇形再生させていると思われる。

石 原 侑里子

(4) 多頭・多尾のクローンを切断し，遺伝への咽

１ 研究の動機と目的
プラナリアは，クローンを半永久的に作ってい

頭の数の影響を調べた。双頭で咽頭が１つの個

くことができるので，環境が良ければ不老不死の

体を咽頭の前で分割したところ，後部は正常な

生物といえる。昨年までの５年間の実験では，プ

プラナリアとして再生した。双頭で咽頭が２つ

ラナリアをいろいろな切り方で切断して再生の様

の個体を咽頭の前で分割したところ，前部は咽

子を観察し，再生可能な場合と不可能な場合の違

頭が１つ再生され，後部は双頭となった。双尾

いを比較した。また，走地性，走光性，耐酸性，

で咽頭が１つの個体を咽頭の前で分割すると前

耐アルカリ性の実験や，水温や光の量による成長

部は正常な個体となった。双尾で咽頭が２つの

の違いなどを観察した。また，再生時における位

個体を咽頭の後ろで分割すると，前部は双尾と

置情報の確認をする実験で，体に極性があること

なり，後部は咽頭が１つ再生した。

がわかり，昨年は，奇形を作成し，再生時の位置

分割された部分に咽頭がある場合，咽頭１つ
に対して１つの頭や尾が再生された。

情報をわざと壊して，極性情報の変化や再生され

(5) 体の中央に穴をあけて様子を調べた。咽頭の

る体の様子をより詳しく調べた。
今年は，有性生殖による産卵の条件，飼育密度

前部に穴をあけるとすぐ閉じようとするが，毎

と分裂の関連，奇形を切断したときの再生の様子

日穴をあけていると，咽頭の前に頭が再生され

と咽頭の位置や数との関連を研究する。

た。咽頭を２つに分けるように真ん中に穴をあ

２ 研究の内容

けると前部咽頭の後ろに尾ができ，後部咽頭の

(1) 有性生殖と水温の関連を調べるため，有性個

前に頭ができた。

体のプラナリアを14℃，18℃，20℃，24℃の水

３ 研究のまとめ

温で育てたところ，18℃のときは３組中２組が

プラナリアは体を再生する際，咽頭により頭や

産卵した。ただし，孵化はしなかった。孵化に

尾を再生させるなど，咽頭が大きな影響を及ぼし

は水温や酸素などさらに細かい条件が必要だと

ていることが分かった。プラナリアの体には前後

思われる。14℃のときは活発に動かず生殖活動

を見極める極性があるので，極性と咽頭の誘発に

はしなかった。20℃，24℃のときは活発に活動

より体の位置情報を捉えていると思われる。
今年は，有性個体による産卵までは成功したが，

し無性生殖の横分裂を行った。
(2) 飼育密度と分裂回数を調べるため，シャーレ

孵化することはできなかった。今後，孵化した子

に5匹，10匹，20匹，40匹を入れて水温を20℃に

供がどれくらい奇形を継承するのか実験したい。

保ったところ，シャーレに５匹のときは12日目

４ 指導と助言

から分裂を始め，すべての個体が分裂して18日

奇形の再生に注目し，多分割した部分の奇形の

目に倍に増えた。10匹のときは19日目から分裂

継承割合の規則性や，遺伝の咽頭との関連を見い

を始め，23日目くらいに半分が分裂して，その

だし，展望として有性生殖による遺伝の研究を見

後は１か月経っても分裂しなかった。20匹，40

据えている。その先に，例えば，分割部分の遺伝

匹では分裂はしなかった。

子の差異の解明などによる医療への応用なども期

(3) 多眼プラナリア（３眼～５眼の奇形）の奇形

待でき，
今後の研究の更なる発展を期待している。

遺伝のようすを調べた。３眼の２個体を頭部か
ら４つに切り分け，前から順にａ～ｄとすると，

（指導教諭 井上 創）
審査評

２個体ともｂに３眼が遺伝し，ｃとｄは正常眼

６年間のプラナリアの研究から，再生実験技術

となった。４眼の個体では，ｂとｃが４眼とな

を高め，奇形の発生と組み合わせて，その情報の

り，ｄは片目１眼の奇形となった。5眼の個体で

伝達について調べた優れた作品である。

は，ｂとｃが４眼，ｄが３眼の奇形となった。
－ 14 －

千葉県⾼等学校教育研究会理科部会⻑賞
アゾ化合物の合成とその酸塩基特性につ
いて
市川学園市川高等学校 ３年

能基を持つ１または２置換ベンゼン（カップリ
ング剤，９種）の組み合わせで，ジアゾ化合物
を合成した。
(2) 酸塩基特性実験
合成したアゾ化合物の溶液は，pH1～13の溶

三 沢 桃 羽

液と混合し，溶液の色の変化を観察した。その

１ 研究の動機
化学の中和滴定実験の際に，メチルオレンジを

結果から，合成したアゾ化合物が，メチルオレ

添加した溶液が，pHによって変色することやメチ

ンジのように酸塩基指示薬として活用できるか

ルオレンジがアゾ・カップリング反応で合成でき

を検討した。
３ 研究のまとめ

ることを学習した。
メチルオレンジは，構造中に窒素の二重結合を

(1) 合成実験

含むアゾ化合物である（下図参照）。メチルオレ

芳香族アミン（10種）とカップリング剤（９

ンジは，窒素の二重結合（－N=N－）を含む部分

種）を用いて，ジアゾ・カップリング反応を行

が溶液中の水素イオン濃度が上昇する酸性側の

ったところ，アゾ化合物を合成することができ

pH3.1～4.4で，キノイド構造をとることで変色す

た。
(2) 酸塩基特性実験

ることも学習した。
分子の構造が一部変化するだけで，色が変化す

いくつかの合成した物質がpHによる変色を

ることに興味をもった。そこでアゾベンゼンの左

示し，またその中には既存のpH指示薬と同様に

右のベンゼン環に置換している官能基がメチルオ

使用できるくらいはっきりと変色を見せたもの

レンジと異なる場合，同じような特性を示すと考

があった。特にカップリング剤がN,N-ジメチ

え，研究を始めた。また置換基の電子吸引性や電

ルアニリンを用いた系で顕著であった。
他の官能基に比べ，N,N-ジメチルアミノ基

子供与性の違いや置換基の位置に着目して研究し

（－N(CH3)2）の電子供与性が強く，アゾベン

た。

ゼンの芳香環に対して，より多くの電子を送り
込み，構造全体の共役系を伸ばすことができ，
長波長シフトしやすかったのではないかと考え
ている。
上：ベンゼノイド構造（中性・塩基性）

４ 指導と助言

下：キノイド構造（酸性）

高校化学で学習するアゾ・カップリング反応を

図１.メチルオレンジのpHによる構造の違い

用いて，たくさんのアゾ化合物（90種類）の合成

２ 研究の内容

に挑戦した研究である。また，合成した化合物の

(1) 合成実験

酸塩基特性について，pHの異なる水溶液と混合す

メチルオレンジやメチルレッドと同様に，ジ

る実験を行い，変色を起こす化合物の発見に至っ

アゾ化合物はアミノ基をもつ芳香族アミンと１

ている。アゾ化合物群における新しいpH指示薬の

つまたは２つの置換基をもつ芳香族化合物（本

探索に貢献できると期待される。

研究ではカップリング剤と呼ぶ）から合成され
る。

（指導教諭 冨永 蔵人）
審査評

本研究では，スルホ基（－SO3H)，カルボキ
シ基（－COOH)，ヒドロキシ基（－OH）をも

pH 指示薬に用いるためのアゾ化合物の合成に
成功し，詳細な変色域の測定を行っている。

つ芳香族アミン類（10種）と，電子供与性の官
－ 15 －

千葉県発明協会会⻑賞
ジャコウアゲハの羽化は
どのように決まるのか？

時に羽化するのかを調
べた。
３ 研究の結果

千葉市立幸町第三小学校 ４年

(1) 羽化のタイミングを

鈴 木 禎 人

決める時期について

１ 研究の動機

幼虫期の明るくする時間・暗くする時間を一

昨年の研究で，決めた時間に羽化させる方法
（羽

定にして飼育を行い，蛹期全期間を明るくした

化直前の蛹を冷蔵庫で一時保存し羽化を止める方

実験において，ジャコウアゲハが羽化してくる

法）を試したが，ジャコウアゲハでは失敗するこ

時間はバラバラになり，規則性がなかった。こ

とが多く，この方法が向いていないのではないか

のことから，羽化のタイミングを決めているの

と感じた。そこで，そもそもジャコウアゲハは羽

は蛹期であるということが分かった。

化のタイミングをどのように決めているのかを知

(2) 羽化のタイミングはどのように決まるのか

りたくなり，実験して調べることにした。

今回の実験で，ジャコウアゲハは明るくする
直前から明るくした６時間後の間に羽化するこ

２ 研究の方法
ジャコウアゲハは，明るくなってから数時間後

とが分かった。暗くする時間を変化させても，

または暗くなってから数時間後というように羽化

昼夜を逆転させた場合においても同様の結果が

を決めているのではないかと予想した。そこで，

得られた。このことから，ジャコウアゲハが羽

以下の手順で実験を行った。

化する時期は６時頃までに明るくなるので，明

(1) 畑でウマノスズクサを育て，
食草を確保する。

け方から午前中の間に羽化すると分かった。
加えて，予想とは違い，ジャコウアゲハは暗

(2) ジャコウアゲハの卵・幼虫を採集し，出来る

くなってから数時間後に羽化するわけでもなく，

だけ多くの蛹を作る。
今回の研究では，計80匹を採集し，67匹の蛹

明るくなってから数時間後に羽化するわけでも

を作った。飼育する際には，幼虫期における影

ない（明るくする直前に羽化しているため）こ

響も調べるため，幼虫期は夜９時に箱に入れて

とが分かった。暗い時間の長短に関係なく，ま

暗くし，朝７時に箱から出して明るくした。

た，昼夜を逆転させても，明るくする直前から

(3) 前蛹・蛹の期間，実験別に明るくする時間・

明るくした６時間後までに羽化することから，
ジャコウアゲハは，暗くなる時間と明るくなる

暗くする時間を変える。

時間のサイクルを学習して記憶し，羽化するタ

明るくする時間・暗くする時間は以下の９パ

イミングを決めていると考えられる。

ターンで変化させた。１パターンにつき，７匹
前後で実験を行った。

４ 指導と助言

① 蛹期全期間を明るくする

今年度はジャコウアゲハが羽化する時間をどの

② 夜７時に暗くし，朝５時に明るくする

ように決めているのかを研究した。70匹近くのジ

③ 夜９時に暗くし，朝５時に明るくする

ャコウアゲハを育てながら実験を行った。明るく

④ 夜11時に暗くし，朝５時に明るくする

したり，暗くしたりする条件を９つに分け，毎日

⑤ 夜７時に暗くし，朝７時に明るくする

決まった時間に箱の出し入れを行った。苦労しな

⑥ 夜９時に暗くし，朝７時に明るくする

がらも，根気よく続けたことで，ジャコウアゲハ

⑦ 夜11時に暗くし，朝７時に明るくする

の羽化のシステムを大発見することができた。
（指導教諭 門間 玲子）

昼夜逆転パターンとして....
審査評

⑧ 朝７時に暗くし，夕６時に明るくする

ジャコウアゲハを卵から育て，羽化するタイミ

⑨ 朝７時に暗くし，昼２時に明るくする

ングの決まりをいろいろな条件設定を考え導き出

(4) 羽化する時間を調べる。
蛹の色が変化し羽化前になったら，観察して何

している点がすばらしい。

－ 16 －

千葉県総合教育センター所⻑賞
むしのすみか

予想に反して，白，緑の画用紙に集まるバッ
タの数に変わりがなかった。そこで，色ではな
く葉の形をたよりに集まってくるのではないか

千葉市立宮野木小学校 １年

と考えた。

齊 藤 青 葉

(3) 葉の形をした画用紙に集まるのか。

１ 研究の動機
以前からセミが好きで，セミのいる場所は木の

予想通り，緑の葉の形の画用紙に多くのバッ

高いところであると気付いていた。セミ以外の虫

タが集まったが，全部のバッタが緑に集まった

もたくさん捕まえてみたいと思い，虫をたくさん

わけではなかった。そこで，色をあまり見ず，

捕まえるために，どのような虫がどのような所に

葉のにおいによって集まってくるのではないか

棲んでいるか調べようと思った。

と考えた。
(4) においによって葉を探すのか。

２ 研究の内容
(1) 公園内の昆虫の分布

予想通り，本物の葉に集まった。画用紙には

① 公園内の昆虫を探す。

においがないことから，においを嗅いで本物の

② 見つけた場所を地図に書き込む。

葉に集まってくるのではないかと考えた。

③ 見つけた虫の数を表にまとめる。

(5) バッタは緑の葉と茶色の葉を区別できるのか。

(2) 緑のバッタは，かくれるために緑色に集まる

予想通り，緑の葉に多く集まったが，茶色の

のか。

葉にも集まった。敵から隠れるためにいつも緑

①

ケースに緑の画用紙と白の画用紙を貼る。

の葉にいるわけではないと考えた。また，緑の

②

バッタがどちらの色に集まるか観察する。

葉には食べた跡があり，茶色の葉にはなかった
ことから，緑の葉が餌であることが分かった。

(3) 葉の形をした緑の画用紙に集まるのか。

これらの結果より，餌の色と体色が同じなの

① ケースに緑の画用紙で作った葉と白の画用

で，餌によって体色が決まっているのではない

紙で作った葉を入れる。

かと考えた。また，餌を食べている際に捕食さ

② バッタがどちらの葉に集まるか観察する。

れないように，餌と似た体色をしているのでは

(4) においによって葉を探すのか。
① 飼育ケースに緑の画用紙で作った葉と本物
の緑の葉を入れる。

ないかと考えた。
４ 指導と助言

② バッタがどちらの葉に集まるか観察する。

公園内の昆虫の分布をまとめる活動を通して考

(5) バッタは緑の葉と茶色の葉を区別できるのか。 えたことや気付いたことから，条件を整理して実
① 飼育ケースに，本物の緑の葉と茶色の葉を
入れる。

験を行っている。自分の考えをしっかりまとめ，
新たに生まれた疑問点を次の実験で解明している。

② どちらの葉に集まっているか観察する。

この研究が，他の昆虫についても言えることなの

３ 研究のまとめ

か，
昆虫の体色と餌の色の関係性があるのかなど，

(1) 公園内の昆虫の分布

更なる研究に発展することを期待している。
（指導教諭 山本 綾子）

昆虫の種類によってすみかが異なるというこ
とに気付いた。敵に見つかりにくい場所をすみ

審査評

かとしているのではないか，また，すみかに生

動機から観察・実験・まとめと段階的に進めて

えている葉の色と体色に関係があるのかもしれ

いる。バッタについて持った疑問を解決するため

ないと考えた。

に，工夫して実験した点もすばらしい。

(2) 緑色のバッタはかくれるために緑色に集まる
のか。
－ 17 －

千葉県総合教育センター所⻑賞
図形に張る⽯鹸膜の⻑さと⾯積の
数学的予想と実証

ボン膜の合計面積が最小となる組み合わせを探
し，そのときのシャボン膜の辺の長さを理論値
として算出した。
(3) 理論値と実測値の比較

野田市立南部中学校 ２年
中 山 湖 葵

(1)で作製した平面図形にシャボン膜を張り，

１ 研究の動機

シャボン膜の長さを測定した。また，立体図形

一昨々年に平面図形のシャボン膜の張り方，一

はディップ液で固めた膜の辺をコンパスで測定

昨年は立体図形のシャボン膜の張り方，昨年は平

した。その後，それぞれの図形の実測値が理論

面から面を一面ずつ増やしていき，立体になるま

値と一致しているか比較した。

でのシャボン膜の張り方と力のはたらく向きを研

３ 研究の結果

究し，実際に膜の長さや面積が効率よく張られて

(1) 平面図形
① 正三角形：理論値17.32㎝

いるのかを確かめたいと感じた。
一昨々年の研究で平面図形の膜の張り方は，各

測定値17.58㎝

図形の頂点を最も短い長さで張ることが考えられ

② 正方形 ：理論値27.32㎝

た。
一昨年の研究では，
立体図形の膜の張り方は，

測定値27.36㎝

最も小さい面積で膜が張ると考えられた。昨年の

(2) 立体図形

研究では，辺がある方向にシャボン膜が引っ張ら

① 正四面体：膜の辺の理論値3.06㎝

れる力がはたらくことが考えられたため，力の釣

平均測定値3.13㎝

り合いの結果，平面図形の膜の張り方は各図形の

② 立方体 ：正方形１辺の理論値0.3㎝

頂点を最も短い長さで引っ張り，立体図形では最

測定値0.3～0.4㎝

も小さい面積で膜が張ると考えた。

４ 研究の結論

そこで，今回は平面図形では膜の長さ，立体図

それぞれの測定値は理論値とほぼ一致する結果

形では膜の辺の長さを実際に測り，計算で求めら

になった。正三角形では膜は重心に集まり，正方

れる結果との比較を行った。

形では膜が２点で交わっていることから平面図形

２ 研究の内容

の膜は当初の予想通り最短距離に張るものと考え

(1) 実験道具の作製

られる。正四面体は膜が重心に集まり，立方体で
は中心に小さな正方形の膜が張られたことから，

① 平面図形
２枚のプラスチック板を隙間を空けて重ね

立体図形においても予想通り膜の面積が最小にな

た。図形の頂点としたい部分に釘を刺した。

るものと考えられる。しかし，立体図形の測定に

② 立体図形

おいてはディップ液が固まる際に重さでゆがんだ

工作用紙で使用する図形の展開図を切り出

状態で固まってしまった部分があり，測定の精度

し，組み立てた。図形の辺部分に銅線をテー

としては改善の余地が見られた。

プで固定した。図形の頂点部分の銅線をはん

５ 指導と助言

だで接合した。テープをはがし，工作用紙を

道具の作成から理論値の算出，実測値の測定ま

取り除いた。

で，生徒自らが考え，調べて結論までたどり着く

(2) 理論値の算出

ことができた。実験のまとめをレポートの形にす

昨年の研究結果から，平面図形の膜の張り方

る段階で相談しながら進めた。
（指導教諭 豊田 駿一）

は各図形の頂点を最も短い長さで引っ張られる
と考えたので，頂点を結ぶ線の長さの合計値が

審査評

最小になる組み合わせを探し，その値を理論値

正四面体と立方体の枠にできる膜について，数

として算出した。立体図形は最も小さい面積で

学モデルで考察しながら，実験でも表面積が最小

膜が張ると考えたので，(1)で作製した図形にシ

になる形を明確に示している。

ャボン膜を張り，そのシャボン膜をもとにシャ
－ 18 －

千葉県総合教育センター所⻑賞
ウミホタルの光！Ⅱ
−サンプル解析と発光実験−

４ まとめ・結論
解明できた発光応答は，野外でも観察できる。
それは，秋の集団自然発光である。この時発せら
れる無数の光は「海水中の高密度ウミホタルが穏

千葉県立生浜高等学校 チームピヨちゃん

やかな波刺激で壮大なスケールで発光応答してい

代表 田中 悠誠

るのである」と結論づけた。今後，秋の集団自然
発光観察時の水質調査やウミホタル密度の調査も
実施したい。
５ 展望

１ 研究の動機

この刺激方法はウミホタルに与える害が少ない。

昨年度，不可能とされてきた「海水中の生きた
ウミホタルを，穏やかな刺激で発光応答させる方

長時間美しい発光応答を観察することが出来る。

法」があることを突き止めた。この刺激方法を，

必要なものは超高密度ウミホタルと透明容器だけ

さらに詳しく調べ，刺激が働く条件を明確にする

である。自然観察会などの様々な場面で，より美

ことはウミホタル発光の生態学的な意義解明を進

しくウミホタルの光を手軽に観察する方法として

めることにも繋がる重要な研究と考えた。

活用できる。ウミホタルにとても優しい方法であ

２ 研究方法

る。

毎週同一採集地点で日没30分後にウミホタルの
採集を実施した。サンプルは成体♂，♀，幼体各
ステージに仕分ける。そして一部は乾燥標本とし

→

て記録保存する。この研究を進める上で元気なウ
ミホタルは欠かせないからである。各サンプルを
使い繰り返し発光実験観察を実施し記録した。

スクリュー管瓶を軽く振った直後の発光応答

３ 研究結果
サンプルは野外での成長過程を克明に記録して

６ 指導と助言

いた。成熟時点で♂の比率が急上昇し♂♀比が

研究は楽しさ，遊び心がとても大切。不完全で

半々になり，再び♂の比率が下がることも判明。

もやってみる事だと思った。そして，ここはとい

発光実験では，高密度になるほど穏やかな刺激で

う時は辛くても，何が何でもやり抜く粘り強さが

応答。時間がたつほど，より敏感に応答する。そ

求められるとも思った。
採集した個体の仕分けは，

して，海水中に含まれる物質の影響を受けること

とても時間がかかり地味で大変な作業であり，良

が判明した。

くやり抜いたと思う。
（指導教諭 田原 豊）

A♂♀比

審査評
不可能とされてきた海水中のウミホタルを穏や
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かな刺激で発光応答させる方法を詳細にわたり実
験を試みた結果を発表した。
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読売新聞社賞
キュウリのたんけん

重いキュウリを支える秘密がわかった。
③ まきひげが上に伸びてつかまるのは，キュ
ウリの親ツルが伸びていくためだとわかった。

市川市立南新浜小学校 ３年

親ツルの節と節の間が一番伸びた時は，最初

若 井 捺 芽

の時より７㎝あった。

１ 研究の動機
庭に植えたキュウリを観察して，花が咲いても

(3) キュウリはどれくらい実るのか。
キュウリの節に番号をつけて，キュウリので

キュウリの実ができない，花が咲かずにいきなり

きた数を調べた。

キュウリができたことに疑問を持ち，アサガオや
トマトとは違った育ち方をするのではないかと考
え，｢キュウリが育っていくようす」について，調
べてみることにした。

節の数

キュウリの数

A プランター

５１

１５

B プランター

５１

１４

２ 研究の内容

キュウリのできる数は，ほぼ同じであった。

(1) キュウリはどのように上にのびていくのか。

だいたい同じ割合でキュウリの実ができるよ

ふくらみの秘密を調べる。

うである。わき芽から出た子ヅルにできるキ

(2) まきひげはどんな役目をしているのか。

ュウリの方が多かった。

まきひげの秘密を調べる。

(4) キュウリはどうやってなかまを増やすか。

(3) キュウリは，どれくらい実るのか。

緑の相談所に教えてもらって，雄花の花粉を

プランターごとにキュウリの節に番号をつ

雌花につける実験をしてみたが，結果はよく分

けて，キュウリができる数を調べる。

からなかった。雌花の下の小さなキュウリには

(4) キュウリはどうやってなかまを増やすのか。

もともと種があって，キュウリが黄色くなる頃
には，種がしっかりできていることは，わかっ

３ 研究のまとめ

た。種ができてなかまを増やすのは，アサガオ

(1) 節から出てくるふくらみの秘密

やトマトと同じだった。

ふくらみの中には，雄花や小さいキュウリ，

(5) キュウリを観察して，アサガオやトマトとは

まきひげが，葉にくるまるように入っている。

ちがう育ち方をすることがわかった。

また，新しい節ができていて，その中にもまき
ひげ，雄花や小さいキュウリができている。そ

４ 指導と助言
キュウリの観察を通して実のでき方に興味を持

れらが大きくなって伸びていく。このふくらみ

ち，節から出るふくらみやまきひげの秘密，キュ

が取れてしまうと，もう伸びない。

ウリのでき方やなかまの増やし方に着目して，よ

(2) まきひげの秘密
① まきひげは，上に伸びて物につかまると巻
きつき，ねじれてバネのようになる。途中で

く観察を行っている。また，写真を使って分かり
やすくまとめられている。
（指導教諭 佐藤 悦子）

２～３回反対向きに変わってじょうぶになる。
風や雨にも負けずにつかまっている。まきひ

審査評

げが上に伸び始めて，雄花や小さいキュウリ
が生長していく。

キュウリの成長について，様々な観点から観察
を行った。また，まきひげの強度実験を行い研究

② まきひげは，どれくらい引っぱる力がある

に厚みを加えることができた。

か。ばねばかりでまきひげをからませて引っ
張ってみた。360ｇをこえたところで切れた。
－ 20 －

千葉県教職員組合中央執⾏委員⻑賞
アゲハの観察 パート３
〜私の観察⽣活 365⽇間の記録〜

３ 研究のまとめ
(1) 気温（昨年と今年）の違いによる羽化までの
成長の様子について
最低気温が11℃を下回ると羽化しないこと，

千葉市立宮野木小学校 ５年
勝 又

１日の最低気温が11～13℃くらい，最高気温が

愛

16～17℃くらいの条件が２日以上続くと羽化す

１ 研究の動機

ることを発見した。

３年生と４年生の研究結果よりアゲハの成長サ
イクルと活動は「温度」と密接に関係しているこ

(2) 気温の違いによる羽化（モンシロチョウ）の
様子について

とに気が付いた。そこで今年は，アゲハの成長過
程と温度の関係性を研究して，成長サイクルを解

アゲハに比べ，成長のスピードには違いは見

明することとした。また，モンシロチョウとも比

られるが，成長サイクルに大きな違いは見られ

較しながら研究を進めることとした。

ないことがわかった。また，アゲハと同様に幼

２ 研究の内容

虫期は１日の気温の変化を感じ取っているとい

(1) 気温（昨年と今年）の違いによる羽化までの

うことを発見した。

成長の様子について

(3) アゲハとモンシロチョウの寒さへの耐性につ

１日の最高気温と最低気温に着目しながら成

いて

長過程を記録し，考察した。

モンシロチョウは６℃の環境に長時間（５～

(2) 気温の違いによる羽化（モンシロチョウ）の

12時間）おいても成長に何の影響も受けなかっ

様子について

た。一方，アゲハは６℃の環境に数十分おくだ

① 明所を玄関として，飼育した。

けで動かなくなった。以上のことからモンシロ

② 暗所をクローゼットとして飼育した。

チョウの方が寒さへの耐性が強いことを発見し

③ 明所と暗所を１日おきに交換して飼育した。

た。

以上の３カ所で，モンシロチョウの成長過程

(4) 気温の違いによる蛹化・羽化の様子について

を記録し，考察した。

室内または外で飼育するより，昆虫ヒーター

(3) アゲハとモンシロチョウの寒さへの耐性につ

を入れた発砲スチロール内で飼育した方が蛹

いて

化・羽化のスピードが早まることを発見した。

アゲハとモンシロチョウの幼虫・成虫をそれ

４ 指導と助言

ぞれ冷蔵庫（６℃）で飼育し，成長の様子を観
察した。

条件制御を正しく行うことで「温度」と成長サ
イクルの関係性について解明することができた。

(4) 気温の違いによる蛹化・羽化の様子について
① アゲハとモンシロチョウの前蛹と蛹をそれ

今後は，新たな疑問を基に成長サイクルそれぞれ
のより詳しい解明に期待している。

ぞれ室内で飼育し，観察した。

（指導教諭 石原 秀廉）

② アゲハとモンシロチョウの前蛹と蛹をそれ

審査評

ぞれ昆虫ヒーターを入れた発砲スチロールで

アゲハを長期間観察する中で生じた温度と成長
の関係を，モンシロチョウとの比較も含めた様々

飼育し，観察した。
③ アゲハとモンシロチョウの前蛹と蛹をそれ

な実験を通して解明した。

ぞれ外で飼育し，観察した。
３つの条件下で，アゲハ・モンシロチョウの
成長過程を記録し，考察した。

－ 21 －

千葉県教育研究会理科教育部会⻑奨励賞
どうしたらお茶をおいしく⻑く保存できるか？
−緑茶についてさぐる−

無くなってしまう。熱いお湯で入れると「渋み」
「苦味」だけしか出てこない。冷たい水で入れ
ると，｢甘み」しか出てこない。

千葉市立緑町小学校 ２年

雨 宮 幸 輝
１ 研究の動機
水筒の中に入れて，毎日学校に持っていくお茶
が，時間が経つと味も色も変わっていることに気
付いた。ペットボトルのお茶は，長い時間同じ味
を保てるのに，なぜ水筒だと味も色も変わってし
まうのか疑問に思い，本研究を行った。
２ 研究の動機
(1) 普段飲んでいるお茶（普通煎茶）以外の種類

(5) 熱いお湯で淹れたお茶にはカテキンが多く，

で，容器や保存する温度などにより味や色の変

冷たい水で淹れたお茶にはカテキンが少なかっ

化があるのかを調べる。

た。

(2) お茶を入れる際の水の温度により，味や色な

(6) ビタミンＣを多く含んでいる物を入れたが，
お茶の味がしなくなってしまった。

どの変化があるのか調べる。
(3) 細菌によってお茶の味の変化があるのか調べ

(7) チャック付ポリ袋に入れたものが，一番変化
が起きずに保存できた。

るために，１日経ったお茶を顕微鏡で観察する。
(4) １煎目から５煎目までのお茶の味や色の変化

(8) チャック付ポリ袋に入れたお茶を冷蔵庫に保

を調べる。

存したものが,｢渋み｣｢苦味｣があまり出なかった。

(5) お茶の渋み成分であるカテキンが，水の温度

(9) 水で淹れたお茶をチャック付ポリ袋に入れて，

を変えることによりどれだけ出るのかを，パッ

保冷バッグの中に保存して持ち歩いたが，１日

クテストを用いて調べる。

経ってもおいしく飲めた。

(6) 酸化を防ぐビタミンＣを多く含む物を入れる

４ 考察
お茶をおいしく長く保存する方法。

ことにより，におい・色・味の変化があるのか

① 冷たい水で淹れる。

調べる。
(7) お茶の酸化を防ぐ方法について，調べた方法

② ３煎目までのお茶を使う。
③

を実践してみる。

お茶はチャック付ポリ袋に入れ，なるべく空
気を抜く。

(8) 保存する温度により，味や色の変化があるの

④ チャック付ポリ袋を冷たく保てるバックに入

か，冷蔵庫を用いて調べる。

れる。

(9) これまでの実験で明らかにした，お茶をおい
しく長く保存する方法を，実際に試してみる。

５ 指導と助言
身近な出来事の中から，自分の課題を見付け追

３ 研究結果
(1) どの種類のお茶でも，どんな保存方法でも，

究し，そこから得たことを生活に生かそうとする

お湯で入れたお茶は，時間が経つほど「苦味」

姿勢がうかがえる。また，実験の目的，方法，結果，

や「渋み」が出て，まずくなる。

考察を表や写真を上手に使い，わかりやすくまと

(2) 熱いお湯で入れるほど「苦味」
｢渋み」
が出て，
冷たい水で入れると「甘み」が出る。

めることができた。 （指導教諭 高野 美和）
審査評

(3) 熱いお湯で入れた物も，冷たい水で入れた物

生活の中の疑問が研究の動機になった。実験を

も，顕微鏡で観察したが，細菌はいなかった。

続ける中で生じた新たな疑問について比較実験を

(4) お茶の成分は１煎目から３煎目で，ほとんど

重ねた。五感を使っている点がよい。

－ 22 －

千葉県教育研究会理科教育部会⻑奨励賞
膜を用いた “海水淡水化” への挑戦
〜イオン分析による膜の性質の調査〜
千葉大学教育学部附属中学校 ２年

３ 研究の結果
イオン交換膜を４枚交互に用いた電気透析器で
は，３％塩化ナトリウム水溶液100mLを，10Ｖの
電圧で，150分間継続することで，塩化ナトリウム
が検出されない水溶液を精製することができた。

藤 堂 博 仁

ポリイミド多孔膜を用いた電気透析器では，電気

１ 研究の動機
現在の日本の生活用水は多くの場合，河川や湖

透析はできなかった。電気透析によって，ナトリ

沼の水を浄水場で浄化して利用している。そのた

ウムイオンとカリウムイオンは検出されない溶液

め，災害時や渇水時には日常のように水の使用が

を精製できた。カルシウムイオンについては，溶

できなくなってしまい不便である。そこで，河川

液の抵抗の変化からイオンを取り除けていること

や湖沼と比較して給水できなくなるリスクの少な

は確かなものの，イオン分析によって沈殿が確認

い水源として“海”に注目した。海はダムのよう

されたことから，取り除ききれなかったことが分

に，雨が降らないからといって水の量が大幅に減

かった。また，ストロンチウムイオンは，抵抗値

るといったことはない。

も変化せず，イオン分析による沈殿が確認できた

現在，ISS（国際宇宙ステーション）の日本実
験棟「きぼう」向けに導入が予定されている「次

ことから，取り除けなかったことが分かった。
４ まとめ

世代水再生実証システム」の存在を知った。この

昨年度までの研究では72Ｖの直流電源を用いて

システムは，尿にイオン分解・電気分解・電気透

いたことに対して，膜面積が大きくなるように装

析などを行うことで，飲用が可能なレベルの水に

置の改良をしたことで，必要な電圧値を10Ｖまで

再生できるというシステムである。このシステム

低下させることに成功した。イオンの種類によっ

を応用すれば，海水から飲用が可能なレベルの水

て取り除けるものと，そうでないものの違いがあ

を作り出すことができるのではないかと考え，

ることが明らかになった。

「“海水淡水化”を行うことで飲用水の精製を行う」

５ 展望
150分間で100mLの飲用水を精製することは効

「個人で所有できて持ち運べるデバイスの作成」と
いう目標のもと，研究を始めた。

率的とは言えないが，装置の改良をすることで，

２ 研究の方法

効率を上げられる見込みがある。今回「取り除け

塩ビ管を切断した間に，イオン交換膜やポリイ

なかった」としたイオンは，海水の含有量よりも

ミド多孔膜を入れて，再び接着して電気透析器を

高い割合で実験をした結果なので，現実の割合と

制作した。各部に入れる水溶液の量を揃えた上で，

同値で実験をし，詳細なイオン分析を通して実用

本研究で検証するポイントを４点に絞って実験し

化に耐える装置の開発を目指したい。

た。

６ 指導と助言

① 飲用可能な（イオンが検出されない）水を
精製するのにかかる時間の測定

結果を分かりやすく読み取れるための方法を文
献から一緒に探した。対照実験となるよう条件制

② 電気透析を低電圧で実施の可否の検証

御の方法を助言した。

③ イオン交換膜以外の膜による電気透析の可

（指導教諭 石飛 光隆）
審査評

否の検証

昨年度からの継続課題であるが，昨年度の問題

④ 海水に含まれるイオン各種それぞれに対す
る電気透析の可否の検証

点を解決するために，様々な実験を行い，評価で
きる。

－ 23 －

千葉県⾼等学校教育研究会理科部会⻑奨励賞

ヨウ素時計反応の誘導時間を左右する
もうひとつの要素

② 酸素を強制的に吹き込み誘導時間を測定し
ました。
酸素の場合は誘導時間が
短縮する。

千葉県立大原高等学校 ２年

吉田 有佐・安東 里菜
１ 研究の動機
小学校の理科で『ヨウ素デンプン反応』に驚き，
高校の課題研究で『ヨウ素時計反応』を研究テー

③ 調製直後の溶液を用いて誘導時間を測定し
ました。

マに決めました。

誘導時間は，ほぼ同じ値
を示す。

イオン反応式
ＩＯ３—＋３ＨＳＯ３−→Ｉ −＋３ＳＯ４２−＋３Ｈ＋
−

−

＋

５Ｉ ＋ＩＯ３ ＋６Ｈ →３Ｉ ２＋３Ｈ２Ｏ

①
②

④ 酸化還元滴定で，還元力の変化を測定しました。

Ｉ ２＋ＨＳＯ３-＋Ｈ２Ｏ→２Ｉ −＋ＳＯ４２−＋３Ｈ＋ ③
２研究の方法

還元力が弱くなっている。

(1) 実験Ａ 確認実験
資料の通りに，色が変化するかを確認し，客
観的な実験方法を確立することが出来ました。
実験方法

(4) 実験Ｄ 誘導時間短縮の原因の絞り込み

○動画撮影により1/30秒の精細な時間測定

デンプンは，誘導時間短
縮に無関係。

○マイクロピペットで，精細な体積を測定

(5) 実験Ｅ ６時間測定で誘導時間短縮を捉える
自然対数の曲線で近似で
きる。

(2) 実験Ｂ 誘導時間の繰り返し測定
亜硫酸水素ナトリウム水溶液を大量に調製し，
約２週間の実験から，日に日に誘導時間が短縮
することに気がつきました。この原因が，空気
中の酸素による酸化であると仮説を立てました。
日に日に誘導時間が短縮
している。

0.25mol/L 亜硫酸水素ナトリウム水溶液 6.0mL
0.20mol/L ヨウ素酸カリウム水溶液＋0.2%デンプン水溶液 94.0mL
液温：８．８℃，気圧：約１気圧
一般式：ｙ(sec)＝-2.4ｌnＴ(min)+24.5

３ 研究の結果
誘導時間を正確に捉えることは困難です。しか
し，本実験によって，一定の条件下での誘導時間
を求める一般式を作ることが出来ました。

(3) 実験Ｃ 酸化による誘導時間短縮の確定

４ 指導と助言

酸素による酸化が，誘導時間短縮の原因である

見た目はシンプルであるが，不可視で複雑な化

ことを確定するため，４種類の実験を行いました。 学反応を深く掘り下げ，誘導時間が安定しない理
① 16日間連続して誘導時間を測定しました。
由を文献検索と実験により明らかにしました。
日に日に誘導時間が短縮
している。

（指導教諭 両角 治徳）
審査評
ヨウ素時計反応をおくらせる要因を特定し，酸
素を導入した実験など詳細に考察している。

－ 24 －

優秀賞
おじぎそうのけんきゅう

柏市立土小学校 １年
米 持 勇 汰

１ 研究の動機
昨年，オジギソウを育てていて不思議に思っ
たことがいくつかあった。
疑問１ おじぎをする成長段階はいつか。
疑問２ おじぎをする器官はどこか。
疑問３ おじぎをする条件は何か。
疑問４ おじぎをする理由は何か。
これらの疑問を解明するために，もう一度種
から育てて，観察することにした。
２ 研究内容
(1) 観察の記録 ―発芽～花が枯れるまで―
観察の結果生じた新たな疑問
疑問５ 夕方になると触らなくてもおじぎを
するのはなぜか。
疑問６ 閉じてから開くまでに要する時間は
どれくらいか。
(2) 研究１ 成長段階ごとに指で触れ，どの段階
でおじぎするのかを検証。
(3) 研究２ 各器官に指で触れ，どの器官がおじ
ぎするのかを検証。

(4) 研究３ 葉が開くまでの時間を検証。
(5) 研究４ 明るさ，気温，場所を変え，どの条
件でおじぎをするのかを検証。
(6) 研究５ おじぎをする理由をインターネット
で調べた。
３ 研究のまとめ
結果１ 芽の段階で触ると閉じる。
結果２ 細い茎，葉，芽がおじぎをする。
結果３ 寒くなると葉が閉じ，暑くなると葉が
開く。ただし，夜に30℃の部屋に置い
ても開かない。
結果４ 葉の内部の水が，触ると抜けて縮む。
結果５ 昼夜がわかる仕組みがある。
結果６ 閉じてから開くまで10分程要する。
４ 指導と助言
根気よく丁寧に観察し，いくつもの疑問につい
て詳しく検証した。写真をたくさん用いてわかり
やすくまとめている。
（指導教諭 大津 佑介）
審査評
昨年育てたオジギソウの疑問の解明のため種か
ら育て実験した。芽の段階でおじぎすることなど
継続ならではのこともまとめられた。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

いちばんながくまわるこまはどれだ！！

四街道市立和良比小学校 １年
板 垣 遥 登
１ 研究の動機
夏休みに祖父母の家へ遊びに行くときに，大好
きなベイブレードを忘れてしまい，こまを自分で
作ってみることにした。作っているうちに，一番
長く回るこまはどれだろうかと疑問に思い，研究
してみることにした。
２ 研究の内容
次の４つの視点で実験を行った。
(1) いろいろなこまを作って回してみよう。
(2) いろいろな形のこまを作ろう。
～よく回るのはどの形かな？～
(3) 軸の長さを変えてこまを作ろう。
～どの軸の長さがよく回るのかな？～
(4) もっとよく回るこまを作ってみよう。
～おもりをつけたら，どうなるのかな？～
繰り返し実験を行うことで，正確な結果が得
られるようにした。
３ 研究のまとめ
(1) 紙コップの底の部分を利用してつくったこま
が，一番よく回った。竹串をさす場所が大切で

あるとわかった。
(2) 丸い形のこまが一番長く回った。長方形や細
長い三角形よりも，六角形など丸い形に近い形
の方がよく回ることがわかった。大きさは12～
14㎝くらいが丁度良かった。
(3) 軸の長さは１～２㎝のこまが長く回った。軸
が長いと，ほとんど回らなかった。
(4) 大きいおもりをつけた方が，回るスピードは
遅いが，長く回ることがわかった。おもりをこ
まの外側につけた方が内側につけたときよりも
長く回った。おもりをつける場所や個数によっ
て回りやすさが変わることがわかった。
４ 指導と助言
遊びの中でこまを作り回したことから，研究が
始まったことが良かった。形，大きさ，軸の長さ，
おもりのつけ方の４つの点に着眼し実験を行って
いるが，これら以外にもどんな工夫をしたらよく
回るこまになるかを引き続き研究してほしい。
（指導教諭 齋藤 一美）
審査評
長く回るコマを作るため，材料・形・大きさ・
重さと実験を重ねている。まとめ方も科学的でわ
かり易いものとなっている。

－ 25 －

優秀賞
大豆のへんしん図かん［１］［２］［３］

て約２週間で花が咲くことがわかった。
③ えだ豆の収穫は，暑い中での作業で大変で

船橋市立小栗原小学校 ２年

あった。そこで，農家の人達の苦労がわかっ

青 山 桃 子
１ 研究の動機

た。千葉県は,えだ豆の収穫が日本一であった。

えだ豆が大好きでえだ豆を食べている時に，お

④ えだ豆をゆでる以外に，もっといろいろな

母さんの「えだ豆をこのまま育てると大豆になる

料理にして食べると良いと思った。えだ豆ケ

よ」の一言で驚き，又，大変興味を持って大豆を

ーキ・えだ豆ムース・えだ豆のチーズやき等。

育ててみようと思った。

⑤ 大豆の加工品である，豆腐・納豆・みそ作

２ 研究の内容

りにも挑戦した。全て大豆の豆から手作りし

① 大豆を植え，成長を観察

大変さを実感したが，自分で手作りした満足

② えだ豆の収穫

感を得られた。

③ えだ豆を使った各々の料理

４ 指導と助言

④ 豆腐作り

大豆を種まきし，育て収穫し，その大豆を使い

⑤ みそ作り

豆腐・納豆・みそ等の加工品まで手作りしたとい

⑥ しょうゆ工場見学

う地道な作業であった。更に，気温の関係も取り

⑦ 納豆工場見学

入れるとより奥深くなると思う。

３ 研究のまとめ

（指導教諭 山本 英子）

① 大豆は土を深く掘っても浅く掘っても発芽

審査評

する。

大豆の成長に興味をもち，条件による成長のち

② 花とさやの数調べでは，花は咲いた全てが
さやになるわけでもない。又，つぼみをつけ

がいを根を含め調べている。また，収穫した大豆
から様々な食品作りに発展している。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

りんごのへん色じっけん

３ 研究のまとめ
きれいなりんごランキングとして，塩水・砂糖

柏市立柏第四小学校 ２年

水・リンゴジュースが上位３位となった。また，

阿 部 絵理菜

一番変色が見られた液体はお酢であった。この差

１ 研究の動機
母がりんごを塩水につけていていた。変色させ

の原因を調べたところ，塩水につけるとナトリウ

ないために塩水に入れていることを知った私は，

ムイオンがポリフェノールの周辺に壁を作り，酵

他の液体でも，きれいなままでおいしく食べられ

素の働きを抑え酸化を防ぐことがわかった。一方

るりんごを発見したいと思い，この実験を行った。

お酢は，りんごの実の細胞がたくさん壊れてしま

２ 研究方法

い変色のもととなる酵素がたくさん染み出てしま

様々な液体の中に，８等分にしたりんごを浸し
５分後～24時間後の間で，時間を測りながら，り

い変色したと考えられる。
４ 指導と助言
日常の何気ない場面から疑問を抱き，予想を立

んごの変色を観察していく。

てて検証を行っている点がとてもすばらしい。わ

（用意した液体）
水・塩水・砂糖水・ごま油・牛乳・オレンジジ

からない言葉も丁寧に調べ上げ，色彩豊かにレイ

ュース・リンゴジュース・炭酸水・みりん・お酢

アウトした作品は本人にとっても宝物になると思

（計測時間の間隔）

う。

５分・15分・30分・１時間・２時間・３時間・

審査評

５時間・８時間・10時間・20時間・24時間ごとに
写真に写す。

（指導教諭 菅原 沙恵香）

りんごの変色に疑問をもち，どうしたらりんご
がきれいなまま保てるかを，身のまわりの液体を
使って，味も含めまとめあげた。

－ 26 －

優秀賞
クモの巣 パート２

３ 研究のまとめ
クモの種類によって，巣の大きさや強度は異な

習志野市立津田沼小学校 ３年

り，過酷な環境下でも耐えられる工夫がされてい

笹 田 侑 杜

ることが分かった。また，昨年のデータと比較し

１ 研究の動機
強風や大雨の中，
「ニホンヒメグモ」が自分の巣

てわかったことは，今年のクモの巣は全体的に小

を守り抜く姿に感動し，クモのどこに強い巣をつ

さかったことであった。それは，気候の変動によ

くる秘密があるのか知りたくなり，研究に至った。

るものだと考えられ，クモはその環境の変化に巣

本研究は，２部構成となっており，昨年の研究の

の形態を変えて，適応しようとしていた。

成果をもとに比較検討したものである。

４ 指導と助言

２ 研究の内容

昨年のクモの巣の形から種類を見分けるという

(1) 昨年と今年の比較分析

実験の成果と課題をもとに，今年はクモの巣の強

気象庁のデータと実際のクモの巣の様子を照

さに着目し，比較検討した点がすばらしい。これ

らし合わせながら，昨年と今年のクモの巣の変

に引き続き，今回の研究で生まれた疑問や課題に

化に着目した。

ついてもより深めて研究にあたってほしい。

(2)「ニホンヒメグモ」の生態

（指導教諭 小川 慧一）

「ニホンヒメグモ」の衣・食・住など様々な

審査評

視点から観察・分析をし，特徴を明確にした。

昨年から継続してクモの巣を研究し，今年は昨
年との比較を中心にわかりやすく説明している。

(3) 実験による検証
９種類のクモを実験対象に，①クモの大きさ，

まとめ方も独自性に富んでいる。

②巣の大きさ，③④巣の強度（糸の伸びと重さ），
⑤手触り，⑥威嚇の仕方に分けて，実験を行った。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

おいしい野菜を作ろう！チッ素・リン・
カリの量や与え方を野菜の種類ごとに工
夫して
四街道市立旭小学校

３年

を考察した。
(1) 種まきの時，肥料を入れると育たない。
(2) 窒素が足りないと，葉緑体が元気がない。
(3) 肥料が足りないと根が伸びて肥料を探す。
(4) 野菜がどこで肥料を吸収するかがわかった。

宮 﨑 理 葉
１ 研究の動機
昨年度の台風の影響で野菜が育たなくなったこ
とをニュースで知り，どの肥料を使えば，野菜が
よく育つか，肥料の混ぜ方を工夫して，肥料の種
類と野菜の成長を比べる実験をした。
２ 研究の内容
(1)「肥料」
は，
植物のどの部分に効果があるのか。

４ 指導と助言
条件が変わると，どのような違いが出てくるか

① ４つのプランターに，赤玉土：腐葉土
：牛糞堆肥を２：１：１の割合で均等になる

わかりやすく実験している。結果を写真に記録し，

ように混ぜる。

表やグラフにまとめることができた。
（指導教諭 杉野 廉貴）

② プランターに化成，チッ素，リン，カリの
肥料を混ぜ，小松菜，玉ねぎ，ラデイッシュ，

審査評
肥料と植物の成長について調べたことをもとに

さやえんどうを育てる。

考えを持ち，観察の視点としている。多くのデー

３ 研究のまとめ
その発芽の実験記録や，成長の様子の観察を続

タをもとにまとめており素晴らしい。

けた。それぞれの成長を，グラフにまとめ，結果
－ 27 －

優秀賞
体温・脈拍の研究

(1) 食後は，体温が上がる。
（食事誘発性熱産生）
(2) 運動後は，汗が大量に出て熱が運動前より下

千葉市立小中台南小学校 ４年

がる。脈拍は急激に増えて，その後だんだん元

吉 野 綾 香

の速さに戻る。

１ 研究の動機
人は，自分の体の中がどのように動いて生きて

(3) 怖い時や興奮している時には体温も脈拍も上

いるのかわからない。そこで，体温と脈拍の変化
を見れば，体の外側から調べることができると考

がる。特に脈拍は急激に上がる。
４ 指導と助言

え，実験と観察に取り組むことにした。

体温や脈拍を測るために時間を設定して計測し，

２ 研究の内容

データから体温や脈拍の変化の規則性を見つけた

家族４人を被験者とし，１日の行動と体温の変

ことに感心する。また，結果から疑問を見出して

化を数日間調べて体温の基準値を決め，その後は，

調べ，結果に立ち返り，誰もが納得できる考察が

様々な行動別に体温や脈拍の変化を調べた。

書かれている。実験を繰り返すことで正しいデー

(1) 食後（温かい物と冷たい物）の体温の変化

タが得られると気付いたので，さらに新たな課題

(2) 運動後と安静後の体温・脈拍の変化

を持って探究し続けてほしい。

(3) 気持ち（怖い・興奮しているなど）の体温や

（指導教諭 平根 由紀子）
審査評

脈拍への影響

１日の生活の中の行動と体温の変化や行動と脈

３ 研究のまとめ
１日の中で体温や脈拍は常に変化し，それは行
動によって変わり，個人差がある。体温と脈拍は

拍の関係について，家族を被験者として詳しく調
べ，表やグラフに見やすくまとめた。

連動しておらず，体の中で別々に人間の体に働き
かけている。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ダンゴムシはなぜジグザグ歩きをするのか
〜１２００回の実験で仮説をたしかめる〜
いすみ市立夷隅小学校 ４年
藤 平 結 生
１ 研究の動機
昨年の作品展で読んだ論文から，
「ダンゴムシは
ジグザグに歩く（交替性転向反応）
」ということを
知った。そこで，ダンゴムシはなんのためにジグ
ザグに歩くのかと考え，ダンゴムシの交替性転向
反応の目的を調べる研究をすることにした。
２ 研究の内容
(1) 仮説の設定
ダンゴムシ以外の生物の活動を想起し，生物
は普通，
「①交尾すること②敵から逃げること③
食べること」を目的にして活動していると考え
たことから，次の３つの仮説を設定した。
◇ジグザグ歩き（交替性転向反応）の目的
① 結婚したいからだろう「結婚したい仮説」
② 逃げたいからだろう「逃げたい仮説」
③ 食べたいからだろう「食べたい仮説」
(2) 実験方法・装置の考案・作成
予備実験を行い，従来の実験方法の問題点を
明らかにした。実験装置を改良したことで，よ

りエラーの少ない結果を得られるようになった。
(3) 仮説検証実験
仮説を検証するための実験の条件設定を考え
た。実験の対象が生態であることから，検体数
の確保，検体の丁寧な取り扱い，予期せぬ事態
の場合の結果の処理等について想定し，実験に
臨んだ。実験は，合計１２００回以上実施した。
３ 研究のまとめ
● ダンゴムシの雌雄別の実験で，雄の方が雌よ
りも強い交替性転向反応を示したことから，交
替性転向反応の目的は交配相手を探すためであ
ると考えた。
● 仮説２，３については，有意な結果は得られ
なかった。
４ 指導と助言
自分の考えを仮説として設定し，計画的に実験
した。残された２つの仮説については，実験の方
法等を再検討し，研究する余地がある。
（指導教諭 小関 貴也）
審査評
ダンゴムシの「ジグザグ歩き」
（交替性転向反応）
は何のための性質なのか疑問に思い，仮説を立て，
詳しく実験して調べた。

－ 28 －

優秀賞
パワーアップ！風力発電
よく発電するプロペラの実験と工作

た。曲げる角度を大きくすると風が当たらなくな
り，回転が遅くなることが判明し，20°に曲げた
方が回転が速いことが分かった。③羽根の数を１
千葉市立星久喜小学校 ５年
風 間 怜 郎
枚～４枚で実験を行った。④面積も２倍，４倍と
１ 研究の動機
したが，数や面積が広くなると重さで逆に回転が
昨年，どの方向からの風でも回りやすい「サボ
遅くなる。２枚羽根で面積も広くない方が回転が
ニウム型」の羽根を使った風力発電機を製作した。 速い。⑤外側に羽根を集める⑥長い羽根の方が回
今年は羽根をプロペラ型に改良し，羽根の形，長
転率が良いことが分かり，これらの実験から風の
さ，大きさ，取り付ける位置など条件を変えて効
力を受けて速く回転し，発電することができる羽
率よく羽根が回転して発電する発電機を工作した。 根を作ることができた。
２ 研究の内容
４ 指導と助言
プロペラ型の羽根は，中心の軸を起点として回
羽根の向き，角度，面積，数，位置，長さと条
転することで発電する。そこで，強い風でも中心
件をいろいろと変えて検証を行っている点がすば
の軸がぶれないようにクッション材で軸の周りを
らしい。これらの項目以外でも，発電量を増やす
補強した。羽根については①羽根の向き②羽根の
方法が同じプロペラ型の羽根でも浮かせる力に興
味を持っているので，更に検証していって欲しい。
角度③羽根の数④羽根の面積⑤取り付ける位置⑥
羽根の長さについてそれぞれ検証し，回転による
（指導教諭 谷口 陽子）
発電量の違いを調べていった。
審査評
３ 研究のまとめ
羽根の形状や素材，取り付ける位置など，最適
①羽根の向きは，軸より前に曲げた方が風の力
な条件を探るべく検証を試みている点は素晴らし
を効率よく受け止め回転することが分かった。②
い。次につながる研究である。
さらに角度を20°，45°，70°の３つの角度で調べ
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

最強の風の力で動く車はどれだ？

３ 研究のまとめ
『最強』の風の力で動く車の条件は
柏市立柏第一小学校 ５年
◎車体中央にあり，重心のバランスの取れる帆
米 増 修 司
◎なるべく高く，面積が大きい帆
１ 研究の動機
こま，紙飛行機，リニア，ゴム動力の車という
◎４つの角を竹ぐしで支え，風に煽られない帆
動く物を工作し，距離やタイムを計り条件を変え
◎風の抵抗が大きく，風を逃がさない帆の角度
ながら，
『最強』を追求する５年目の実験。昨年度
◎今回の車体サイズであれば，帆は１枚
のゴム動力の車をベースにして，帆が，風の力を
◎風の出る場所を絞っても風の強さは変わらない
どれだけ進むエネルギーに変えられるかに注目し
◎今回の帆の取付方ならば，軽く丈夫な工作用紙
帆の形状を工夫しながら『最強』を目指す。
『最強』の風の力で動く車は上の条件の帆の車で
２ 研究の方法
最高走行距離は６ｍ42㎝だった。
車本体の形，材質，タイヤは全実験統一。風を
４ 指導と助言
実際に受ける部分＝帆の条件のみを変え実験する。
実験回数を増やす事が信頼出来るデータにつな
より正確な測定を目指し，全 10 回ずつ走らせる。 がることを，計算と実測平均値との比較で実感出
来た事が今回の研究での大きな収穫である。また
(1) 工作用紙で作った帆での実験（実験１～６）
「作る条件を揃える」のではなく，
「走らせる時の
実験１：帆をつける位置 実験２：帆の高さ
状態の条件を揃える」ことが必要だということへ
実験３：竹ぐしの支え方 実験４：等積変形
の気づきを今後の研究に生かしてほしい。
実験５：３段構えの帆
実験６：帆の角度
（指導教諭 中村 由紀子）
(2) 風を出す部分を変える実験
審査評
実験７：風の出る場所
学習内容を発展させ，様々な角度から実験し，
(3) 工作用紙以外で作った帆での実験
検証している。特に帆船の原理から実験の条件を
実験８：帆の材質
考えている点が面白い。
－ 29 －

優秀賞
水中からの飛び出し研究 part２

３ 研究のまとめ
物体が水面から飛び出すには体積が大きく，飛

千葉市立都賀の台小学校 ６年

び出す時に水面に接する部分が少ないものがより

竹 内 亜 衣

高く飛ぶ。沈めるときに使う水は食塩を溶かした

１ 研究の動機
昨年度，水に沈めた物体が水面に飛び出すため

水の方が飛び上がる高さは高かった。しかし，あ

にはどんな条件が関わるかを調べた。その結果を

る一定以上の深さに沈めると水の方がよく飛んだ。

もとに，さらに正確な実験データを集め，沈めた

円錐を基本形として，水の抵抗を少なくする形を

物体がより高く飛ぶための条件を整理した上で，

考えて実験した。平均的に見ると円錐よりも高く

ボールよりも高く飛ぶ形を見つけようと研究した。 飛ぶことはなかったが比較的よく飛ぶ形になった。
２ 研究の内容

４ 指導と助言

(1) 同じ素材で形や重さや大きさの異なる物体を
水に沈めて飛び出し方を調べた。

昨年度の研究を深めており，新たな疑問に対し
て仮説を立て，何度も実験を行うことで，より正

(2) 同じ素材で表面に凹凸をつけたボールを沈め
て飛び出し方を調べた。

確なデータを集めることができている。今後の研
究の中で，円錐よりもより高く飛ぶ形を見つけて

(3) 食塩水，砂糖水，洗剤に沈めたボールの飛び

いってほしい。

出し方を調べた。

（指導教諭 平間 成美）

(4) 先導ボールを使った時のボールの飛び出し方

審査評
実験の条件を統制し，データを平均値にするこ

を調べた。
(5) これまでの実験から，ボールよりも高く飛ぶ

とで客観性を高めた研究。浮力だけでなく水の抵
抗も研究対象にした面白さがある。

形を考えた。
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気圧の研究 partⅢ
〜気圧の力を便利な力として活用したい！〜
植物と気圧・洗浄効果と気圧
印西市立木刈小学校 ６年
中 田
悠

１ 研究の動機
2015年から３年間進めてきた研究のまとめとし
て，空気や気圧の力を生活に活用することができ
ないか「植物と気圧の関係」
「洗浄力と気圧の関係」
という２つの視点で実験を行うことにした。
２ 研究の内容
(1) 植物の発芽・成長・開花を気圧の力でコント
ロールすることができるのか。
①種の実験 ②苗の実験 ③花の実験
それぞれ５～６種類用意し，減圧・加圧状態
の２種類ずつの容器を同じ条件下に置いて，成
長の様子に違いが出るのか調べた。
(2) 気圧の力を利用して効果的に汚れを落とすこ
とができるのか。
① 墨・泥・油・しょうゆ・ジュース・ケチャッ
プ・クレヨン等を同じ量染み込ませた厚さ・
素材の異なる布での実験（減圧・通常・加圧
の状態で洗浄した場合の結果の違いの比較）
② 上履き中敷き(減圧・通常状況下)での実験

３ 研究のまとめ
(1) どの植物においても，
「成長＝芽の伸び・茎の
長さ」という視点では，
「減圧の状態で発芽させ，
通常の状態で栽培した場合が最も生育率が高ま
る」ということがわかった。
(2) ① 実験後の布の見た目から，減圧した布の
汚れが一番落ちているように感じた。布を
減圧すると，布から空気が抜けて洗剤液が
より布に密着し(染み込み)やすくなるので，
洗浄力を上げることができると考えられた。
② 実験後のバケツ（減圧・通常）に残った
洗剤液を比較すると，減圧したバケツの中
の洗剤液の方が濁っていた。目視での判断
は難しいが，このことからも減圧すること
で洗浄効果を上げられることが考えられた。
４ 指導と助言
３年間に渡り研究を積み重ね，その度に実験結
果を様々な視点から考察し，新たな課題を見つけ
発展させてきたことが素晴らしいと思う。
（指導教諭 菅野 三和子）
審査評
気圧の違いで，植物の成長や洗剤の洗浄力に差
があるかという大変面白い着眼点で研究した。実
験器具や材料にも良い工夫がある。

－ 30 －

優秀賞
アジサイの色が変わるメカニズムを知る
船橋市立行田中学校 １年
 岡 梢 太
西

１ 研究の動機
アジサイは同じ品種でも様々な色がある。それ
は土のｐＨによって変わるのだと聞いたが，なぜ
変わるのだろうか。他にも同じ性質を持つものが
あるのだろうか。疑問に思い調べた。
２ 研究の内容
(1) 色が変わるメカニズムについて調べた。
(2) 花やがく，葉を観察し，アジサイのつくりを
調べた。
(3) 土壌酸度計を使い，地域のアジサイの花の色
と土のｐＨや温度との関係を調べた。
(4) アジサイと同じ物質を含んだ食材でも同じよ
うに色が変わるか調べた。
３ 研究のまとめ
(1) アジサイは多くの花が集まり，外側から内側
に向かってがくの色や大きさは変化し，がくに
は葉脈のようなすじが見えた。
(2) アジサイに含まれるアントシアニンはアルミ
ニウムと結合すると発色する。土が酸性だと土
の中のアルミニウムが溶けやすく，それを吸収

したアジサイは青色に発色する。アルカリ性だ
とアルミニウムが土に溶けにくいため，アント
シアニンの赤色になる。実際に調べると，青色
は，6.5の弱酸性が多く，赤色はほとんどが7.0
であった。土のｐＨの少しの違いで色が変化し，
土の温度とは関係ないことがわかった。
(3) ミョウバンと煮ることで，アジサイだけでな
く，アントシアニンを持つ野菜や果物もアルミ
ニウムと反応し色が変化することがわかった。
(4) アジサイと受粉させ，アントシアニンを含み
アルミニウムに耐性のある植物を作れば，花の
色を自在に変化させられるかもしれない。
４ 指導と助言
日頃抱いた疑問から課題を掘り下げ，アジサイ
の生態をつかんだ上で実験方法を考案し，組み合
わせ，研究を進めることができた。新たな気づき
が，次の研究に発展することを期待している。
（指導教諭 布留川 雅之）
審査評
アジサイの発色原理をよく理解し，野菜中のア
ントシアニンを使った発色試験など工夫して行っ
ている。
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アブラゼミの生態観察
〜抜け殻を⼿掛かりに〜

柏市立逆井中学校 １年
上 田 ひなた

１ 研究の動機
小学校４年生～６年生の３年間で，地域の身近
な森に生育するセミについて，抜け殻の総数やオ
ス・メスの比，時期によって移り変わる種類の割
合などを中心に，夏の間の様子を観察した。今年
は去年までの３年間で私が持った，以下の３つの
疑問について詳しく調べてみることにした。
(1) 羽化時の体の向きについて
(2) 木の高さとオス・メスの比率について
(3) 羽化準備にかかる時間について
２ 研究の方法
(1) アブラゼミの幼虫を捕まえて網戸に付け，羽
化開始直前，直後にそれぞれ網戸を横に倒し，
セミがどのような行動を取るか観察する。
(2) 木に付いている抜け殻から高さ区分，オスメ
スの割合を出し，木の種類によってこれらに何
か規則性があるのかを分析する。
(3) セミの幼虫や天敵である昆虫の歩く速さを測

り，幼虫が羽化中に捕まる確率を分析する。
３ 研究のまとめ
(1) 開始直前に倒すと，また頭を上に向けようと
歩き出し，直後に倒すと２匹いたうちの１匹は
転落。体重を支えることができなかった。
(2) オス・メスによる高さ区分の結果に変わりは
なく，ほぼ同数だった。また，サクラの木には
高い位置に付いている抜け殻が多かった。
(3) 幼虫は調べた昆虫の中で最も遅い。天敵，イ
エヒメアリとは羽化開始時に最低でも166ｍ離
れていないと100％安全ではない。
しかし自然界
で考えられる条件も考慮すると羽化失敗の幼虫
の割合は全体のわずか0.48％だった。
４ 指導と助言
授業中，ノート以外にメモをとり，情報をもれ
なく身につけようとする習慣から，多角的な見方
を養いセミに対する新たな課題を見つけてほしい。
（指導教諭 片山 眞一郎）
審査評
地道なアブラゼミの生態観察を通して抱いた疑
問に対し，独創的な実験・観察方法を工夫して，
その解明に努力している。

－ 31 －

優秀賞
夏を涼しく過ごそう
〜何を吊るすと涼しくなるの？〜Part２
千葉県立東葛飾中学校 ２年
森 高

て百葉箱の側面のような形をしたすだれを窓から
少し離して設置したときに温度を下げる効果が高
くなった。このことから，日光を遮ること，およ
び段ボール内の熱がこもらないように外の空気と

楓

触れる面積を増やすことが重要であることがわか

１ 研究の動機
夏場，家の中がとても暑いため，窓にすだれの
ようなものを吊るすことで部屋の温度を下げるこ

った。
４ 指導と助言
昨年の研究で得られた知見をもとにして，家を

とができないかと考え，その方法を検討した。

涼しくするすだれの素材や構造などについて，大

２ 研究の内容
昨年の研究では，ベランダに置いたダンボール

変よく実験を重ねている。目的とするすだれも効

箱を家に見立て，その上に発泡スチロールまたは

果的な形を見出しているので，今後はデータを更

画用紙を置いたときに，箱の内部の温度上昇を抑

に充実させ，実用的な段階に近づけられることを

えられることがわかった。今年の研究では，箱の

期待している。

側面に窓を想定して穴をあけ，そこに箱の内部に

審査評

（指導教諭 飯島 章）

昨年から続けて研究を行い，様々な条件の下，

風を取り入れやすい形状のすだれを取り付けて，
より温度を下げる方法について検討した。

自作の測定装置で正確な実験を行った。昨年の研

３ 研究のまとめ

究成果を更に発展させることができた。

すだれとして用いる紙の種類，紙にあけた穴の
大きさ，穴を覆うひさしの大きさと角度，窓とす
だれとの距離などを検討した結果，画用紙を用い
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

印旛沼浄化大作戦！ PART２

してろ過速度を大きくすることを試みたところ，
透視度を下げずにこれが実現できた。

千葉県立千葉中学校 ２年
佐 伯 綾 香

１ 研究の動機

透視度
ろ過時間
評価関数

小学生の時に紙すきセットでいろいろな紙を作
った。その時に印旛沼の水が日本一汚いという話

700mL
29cm
23分
0.88

1000mL
35
50
0.70

1250mL
42
90
0.57

ろ紙は，繰り返し使用すると目詰まりするので

を聞き，自作の紙でこれをろ過する実験を行った。
この夏はろ過性能の良いろ紙やろ過器を作り，印

１回の使用がよい。２段ろ過装置を用いて２回の

旛沼の水を改善しようと考えた。

ろ過を行うと有効である。その際上段は薄めのろ

２ 研究の方法

紙で大まかにろ過し，下段は炭をすき込んだろ紙

原料となる紙に他の物質を加えて紙すきセット

を使うと，透視度の点でもろ過速度の点でも効果

でろ紙を作りろ過性能を比較する。その際，ろ過

的であった。

に要する時間，ろ液の透視度，ろ紙の耐久性を考

４ 指導と助言
生徒が装置や結果の評価方法を自分で考え，効

慮する。性能の良いろ紙を使い２段構造のろ過装
置で印旛沼の水をろ過し，改善するかを確かめる。

果吟味した。印旛沼の水のろ過という目標のため

３ 研究のまとめ

に丁寧な基礎実験になった。
（指導教諭 伊藤 毅・武蔵 振一郎）

印旛沼の水の透視度は15㎝であった。１Ｌの水
の２段ろ過では，速度が遅く180分でろ過しきれな

審査評
手作りのろ紙や炭を混ぜるなどの工夫をしてい

かった。得られた750mLのろ液については，29㎝以

る。印旛沼の水を使った実験も評価できる。

上の透視度まで改善することがわかった。
そこで，ろ紙の材料の牛乳パックを2.0ｇに減ら
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優秀賞
野菜の臭いの比較と臭いを抑える方法の研究
−半導体式ガスセンサによる臭いの測定−
流山市立南部中学校 ３年
伊 藤
直

１ 研究の動機
夏の暑さに負けないようにするためには，スタ
ミナの付く食べ物を食べることが大切である。し
かし，ニンニクやニラの入っているキムチを朝に
食べてしまい，口臭をどうやって消そうか迷った
ことがあった。そこで，臭いの強い野菜を食べた
後の口臭を消す方法を見つけることを目的に，こ
の研究テーマを設定した。
２ 研究の内容
以下の３つの調査および実験を行った。
(1) 臭いの測定方法の考察（匂い測定装置の信頼
性の確認）
(2) 野菜の臭いの比較
(3) ニラの臭いを抑える飲み物と調味料の検討
３ 研究のまとめ
ブレスチェッカーを使った臭いの測定方法を考
案したところ，硫黄成分を多く含む薬品の濃度が
高いほど，ブレスチェッカーの臭い測定値が高く

示されたことから，ブレスチェッカーの信頼性は
高く，この装置により客観的で科学的な臭い測定
ができると判断した。ニラ，玉ネギ，ニンニク，
キュウリ，長ネギ，ジャガイモの臭いを測定する
と，ニラが最も臭いが強いことが明らかになった。
また，ニンニクは時間が経つと臭いが強くなり，
長ネギは弱くなることも明らかになった。さらに，
ニラの臭いに対する抑制作用は，コーヒー，コー
ヒー牛乳，穀物酢が強いことが明らかになった。
これらの結果から，臭いの強い食べ物を食べた後
に，口臭を抑えたい場合は，コーヒー，コーヒー
牛乳，穀物酢で口をすすぐと有効である可能性が
示された。
４ 指導と助言
臭いを客観的に数値として扱うために，ブレス
チェッカーの信頼性を確かめてから実験を行った
点が良かった。また，一つ一つの実験を丁寧に行
っており，データ量も多いことからも，研究努力
が伺える。
（指導教諭 小林 美穂）
審査評
臭いをセンサーを使って定量的に評価している。
臭いを抑える飲料物を見つけだした。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

市原市全域のメダカとカダヤシの生息地調査
〜消えゆく市原市のメダカ〜

市原市立辰巳台中学校 ３年
山 本 乙 美
１ 研究の動機
父が大好きなメダカを近所で探して，プレゼン
トしようというきっかけで研究を始めた小学１年
生。いつの間にか自分がメダカに夢中になり，毎
年のようにメダカをテーマにした研究を続ける中
で，市原市のメダカが消えつつあること，メダカ
に似た特定外来生物であるカダヤシの方が生息域
を拡大している現状を知った。今回はメダカ研究
９年目の集大成とするため，市原市全域に範囲を
広げてメダカとカダヤシの生息地調査を行った。
昔はどこにでもいたメダカが，年々すみかを奪わ
れ続け減少していることを明らかにして，メダカ
だけではなく，全ての水生動植物の将来を考えた
河川や用水路の在り方について，考えるきっかけ
にしてほしいと思った。
２ 研究方法
過去の研究結果，市原市教育センターで掲示さ
れていたメダカの分布図，市原市自然環境マップ
の情報を基にして，メダカを目視と捕獲で確認す

る。メダカとカダヤシは似ているため，特徴を把
握して区別する。調査した場所は，水場の様子，水
流の様子，水草や他の生きものの有無を確認する。
３ 研究のまとめ
市原市全域95か所の調査を行い，メダカの生息
が確認された場所は僅か９か所，カダヤシの生息
が確認された場所は13か所であった。
過去の研究でメダカの生息を確認していた場所
が，カダヤシに取って代わってしまった場所もあ
った。
市原市のメダカの分布は，
“点”のように各地に
散らばっており，生息域が孤立していた。カダヤ
シの分布は市原市北部に集中しており，
“面”のよ
うに広がりを見せていた。
４ 指導と助言
長期間，広範囲にわたり，環境保全活動を続け
た地道な研究がすばらしく，今後市原の「自然環
境」について役立ててもらいたい。
（指導教諭 黒川 雅弘）
審査評
９年間の自由研究の集大成として，市原市全域
のメダカとカダヤシの生息地の調査を行ない，重
要保護生物の実態調査を行なった。
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優秀賞
置換フェノールフタレインの合成と
pHに対する色変化における置換基の影響
日本大学習志野高等学校

３年 横田 智也・３年 伊熊 透也
２年 田澤 翔太・１年 長谷
１ 研究の動機

③ 炭化水素基以外の官能基が置換した場合，化
合物の吸収極大波長はどう変化するか。
３ 研究のまとめ
① ｏ位はフェノールフタレイン様，ｍ，ｐ位は
フルオレセイン様化合物になるが合成が難しい。

樹

② 置換フェノールフタレインの炭化水素基の炭
素数が増加するに従って化合物の極大吸収波長

ケルセチンとラムネチンのように，置換基が１

が長波長側にシフトした。

つ違うだけで，色が全く異なる。官能基が化合物

③ 置換基の電子供与性が強いほど，化合物の極

の色にどのような影響を与えるかを研究した。

大吸収波長は長波長側にシフトした。

２ 研究内容

(長) OH＞OCH3＞CH3＞COOH＞NO2 (短)

フェノールフタレインは，酸触媒で無水フタル
酸とフェノールを縮合することで容易に合成でき

置換基の電子吸引性が強いほど，化合物の極大

る。フェノールのｏ，ｍ，ｐ位に置換基が入った

吸収波長は短波長側にシフトした。

化合物を原料とし，置換フェノールフタレインを

(長) Br＞Cl＞F (短)
４ 指導と助言

合成し，そのｐＨによる色変化を検証する。

反応時間が長く精製が困難な合成実験だが，忍

① 置換位置の違いで呈色に違いはあるのか。フ
ェノールフタレイン様化合物とフルオレセイン

耐強く実験し良好な結果を得た。
（指導教諭 井上 みどり）

様化合物の２種類が考えられる。
② 置換フェノールフタレインの炭化水素基の炭

審査評
様々な置換基の化合物を合成し，スペクトル解

素数に対し化合物の極大吸収波長がどう変化す

析など詳細に考察されている。

るか。
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天然色素を用いたプリザーブドフラワー
の作成
〜共存しない天然⾊素の謎を探る〜

３ 研究のまとめ
(1) アントシアニン系色素は，塩基性条件，時間
経過，酸化により退色した。ベタレイン類色素
は，強酸性条件，強塩基性条件，時間経過によ

千葉県立安房高等学校 ３年

り退色した。また，アルコール添加によりアン

西 村 星 海

トシアニン系色素は退色したが，ベタレイン類

１ 研究の動機

色素は退色しなかった。

ずっと綺麗に咲き続けるプリザーブドフラワー
を，天然色素を用いて作成できないか考えた。天

(2) 花弁はメタノールにより脱色され，潤滑剤と

然色素のうち，フラボノイド類及びベタレイン類

天然色素を併用することにより，形状を維持し

色素は花弁中では共存しない。両色素の特性につ

たまま花弁の染色が可能であることが明らかに

いて調べ，比較及び考察を行い，天然色素を用い

なった。プリザーブドフラワーの作成に成功した。

たプリザーブドフラワーを作成しようと考えた。

４ 指導と助言
天然色素の色を写真とＲＧＢ分析の両方法で示

２ 研究の内容

し，定量的な評価を行った。プリザーブドフラワ

(1) 天然色素の性質の調査
天然色素のｐＨ変化，時間経過，酸化，加熱，

ーを作製するという目標を主軸に，一貫性のある
研究を行う事ができた。一つ一つの実験結果を考

アルコールの添加による色変化を調査した。

察し，検証したことが目標達成につながった。

(2) 花弁の脱色及び染色
ペチュニアの花弁を用いて，アルコール添加

（指導教諭 石﨑 真愛）

による脱色，潤滑剤添加による花弁の形状変化，

審査評

天然色素を用いた着色を行った。

人工色素よりは劣化しやすいが詳細に実験と考察
していることが評価できる。今後に期待したい。
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科学技術賞
気圧の研究 partⅢ
〜気圧の力を便利な力として活用したい！〜
植物と気圧・洗浄効果と気圧
印西市立木刈小学校 ６年
中 田
悠

１ 研究の動機
2015年から３年間進めてきた研究のまとめとし
て，空気や気圧の力を生活に活用することができ
ないか「植物と気圧の関係」
「洗浄力と気圧の関係」
という２つの視点で実験を行うことにした。
２ 研究の内容
(1) 植物の発芽・成長・開花を気圧の力でコント
ロールすることができるのか。
①種の実験 ②苗の実験 ③花の実験
それぞれ５～６種類用意し，減圧・加圧状態
の２種類ずつの容器を同じ条件下に置いて，成
長の様子に違いが出るのか調べた。
(2) 気圧の力を利用して効果的に汚れを落とすこ
とができるのか。
① 墨・泥・油・しょうゆ・ジュース・ケチャッ
プ・クレヨン等を同じ量染み込ませた厚さ・
素材の異なる布での実験（減圧・通常・加圧
の状態で洗浄した場合の結果の違いの比較）
② 上履き中敷き(減圧・通常状況下)での実験

３ 研究のまとめ
(1) どの植物においても，
「成長＝芽の伸び・茎の
長さ」という視点では，
「減圧の状態で発芽させ，
通常の状態で栽培した場合が最も生育率が高ま
る」ということがわかった。
(2) ① 実験後の布の見た目から，減圧した布の
汚れが一番落ちているように感じた。布を
減圧すると，布から空気が抜けて洗剤液が
より布に密着し(染み込み)やすくなるので，
洗浄力を上げることができると考えられた。
② 実験後のバケツ（減圧・通常）に残った
洗剤液を比較すると，減圧したバケツの中
の洗剤液の方が濁っていた。目視での判断
は難しいが，このことからも減圧すること
で洗浄効果を上げられることが考えられた。
４ 指導と助言
３年間に渡り研究を積み重ね，その度に実験結
果を様々な視点から考察し，新たな課題を見つけ
発展させてきたことが素晴らしいと思う。
（指導教諭 菅野 三和子）
審査評
気圧を生活の中に活用する方法として，植物の
発芽や成長・洗浄効果等についての関係を調べ，
データを取り，分析を行った。
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水をこぼさないふたの開け方

た時，動いているのは水の表面で，容器の底の
水やタピオカは，ほとんど動かない。

成田市立玉造中学校 ２年

(2) ふたを手前から奥へ開けるとき，ふたと一緒

髙 木 七 穂

に親指でカップを押してしまうためカップが傾

１ 研究の動機

いて，表面に水流が起こり，水がこぼれる。奥

コーヒータピオカジュースにガムシロップを入

から手前に開けると水がこぼれにくい。

れようとふたを開けた際に，中の液体がこぼれて
しまった。こぼさないようにふたを開ける方法を

(3) ふたを開けると水がこぼれることと，ストロ
ーの位置や動きとは関係がない。

知りたいと思い，実験に取り組むことにした。
２ 研究の内容

(4) カップの底を持つと水がこぼれにくい。

プラスチックカップの縁とドーム型のふたの周

「カップの底を持ち，ふたを奥から手前に開ける」

囲に30°ごとに数字を振り，持つ位置や，ストロ

と水がこぼれにくいことを結論づけた。

ーの位置を特定できるようにした。次の４項目の

４ 指導と助言

実験を１条件につき10回行った。

水の動きを視覚化するための予備実験を数多く

(1) 売っているタピオカジュースの再現

行い，数値化でき，かつ，再現性のある方法を検

(2) 開け方の振動による水の動き

討し，実施した。生活の中で誰もが実行できる条

(3) ストローの動きによる水の動き

件を見いだすことに重点を置いて取り組めた。
（指導教諭 伊東 由美）

(4) 持ち方による水の動き
こぼれた水の量の測定と，容器に入れた水と玄

審査評
普段の生活の中で，水がこぼれないふたの開け

米の動きをビデオ撮影し，コマ送りで観察した。
３ 研究のまとめ

方について，水の性質の１つである対流について

(1) 小指を支点として，手前から奥へふたを開け

実験と考察を行った。
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審 査 員 ⻑ 講 評（科学論文の部

小学校）

研究の題材は日常の学習や生活の中に 最後までねばり強く研究しましょう
佐倉市立西志津小学校校長

沼 田 正 信

平成29年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展

を丹念にまとめた素晴らしい論

小学校科学論文の部において，千葉県知事賞等の

文でした。論文を拝見して，私

特別賞をはじめとする素晴らしい賞を受賞されま

ごとで恐縮ですが30年以上前の

した皆さん，たいへんおめでとうございます。

事を思い出しました。当時，風

皆さんが一生懸命まとめた論文ひとつひとつに， で動くおもちゃ・ゴムで動くお
皆さんの発想の豊かさ，地道な努力や工夫がみら

もちゃは，理科の教科書等では，

れとてもうれしく思いました。出品195点の内訳を

段ボールに竹ひごをさし，牛乳の蓋をタイヤにし

領域別にみると，生物に関する研究が全体の69％，

た台の車（台車）が扱われていました。私たちは，

物理関係が15％，
化学関係が12％，
地学関係が４％

正確な実験データをとるため教材研究の一つとし

の順となっています。特色として，生物分野の論

て台車の工夫を行いました。竹ひごの軸の抵抗が

文が多く，観察・実験の豊富なデータを使い，写

なるべくないように段ボールの穴にストローをさ

真等をうまく活用しながら，上手にまとめられて

し，タイヤは牛乳の蓋二枚をボンドで接着し，外

いました。科学分野に必要とされている実証性，

側につりの浮きゴムをつけるなど工夫しまた。そ

再現性，客観性を達成できていました。中でも，

して，一人の先生が，プラスチック製の段ボール

１年間の観察・実験だけでなく，長期に渡り研究

を提案しました。今では一般的であるプラスチッ

を継続し，目の付け所や，観察や実験の手法の観

ク製の台車も，多くの先生方の努力や工夫が元に

点等を変えながら，明確な前進をした素晴らしい

なっている場合があります。当たり前に用いられ

論文が，特別賞に輝きました。

ている教材も，よく考えてみると，先人の努力や

千葉県知事賞を受賞した船本聖己さんの研究作

工夫によって成り立っていることも多いのです。

品「ゴーヤのつるの研究～５年間の研究でわかっ

この材料は，どうしてこの大きさなのか，どうし

たこと～」は，ゴーヤのつるの動きは，明るさに

てこの材料なのかなども考えたり，調べたりする

関係しており，動かす成分は，同種を避けること

ことも研究に役立つかもしれませんね。そして，

も実験しています。何よりデータが豊富かつ正確

先人の研究をよく理解した上で工夫や改善をし，

に処理されている秀逸の論文です。

新しい発見や，自分のオリジナルの研究を深めて

千葉県教育長賞に輝いた三木叶汰さんの研究作

ほしいと思います。

品「ぼくのおじぎそうｐａｒｔ６」は，６年間継続し

以前，ノーベル物理学賞を受賞された小柴昌俊

て研究しています。研究内容は，データも豊富で，

さん，小惑星探査機はやぶさのプロジェクトマネ

視点を変えて，年ごとに深まっています。おじぎ

ージャー川口淳一郞さんのお話を伺う機会があり

そうの記憶する力まで研究が進んでいる大変素晴

ました。研究を進めるうえで，児童・生徒に向け

らしい作品です。

てのお話の中に，小柴さんは「やればできる」
，川

千葉市教育長賞を受賞した北鹿渡佑生さんの研

口さんは「根性」とおっしゃっていました。目指

究作品は，千葉県内61カ所という多くの砂浜から

すべき先達の言葉，なるほどと思います。最後ま

砂を採取しました。そして，その砂を比較し適切

であきらめず粘り強く観察・実験をすることは，

な数量やグラフ化によってわかりやすくまとめた

科学においてとても重要であると考えます。
立派に研究を進めた皆さん。どうかこれからも

力作です。
また，出品点数の少ない物理分野で，米増修司

先人の研究を大切にするとともに自分の視点から

さんの論文「最強の風の力で動く車はどれだ？」

改善し，科学の力で『明日の扉を，そして未来を

がありました。風で動くおもちゃを比較できるよ

切り開ける人』になって欲しいと思います。

うに多くのおもちゃを作成し，豊富な実験データ
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審 査 員 ⻑ 講 評（科学論文の部

中学校・高等学校）

東邦大学理学部教授
平成29年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展，

酒 井 康 弘

は２年目(トータルで６年目)で，

中学校・高等学校科学論文の部において，さまざ

昨年度の優秀賞からステップア

まな賞を受賞された皆さん，おめでとうございま

ップして特別賞を受賞しました。

す。私もこの作品展の審査に関わるようになって

継続研究は明確な進展が求めら

数年経ちますが，いつも子どもたちの研究の努力

れますので，連続受賞，ステッ

に驚かされます。
その陰には，
親御さんやご兄弟，

プアップは誇るべきものです。
また，今年度は生物分野だけでなく他の分野の

そして先生方の温かいご支援，ご指導があること

作品も多く入賞しました。千葉市立打瀬中学校１

もわかります。本当にありがとうございます。
さて，今回高等学校の部の知事賞に輝いた県立

年生の上浦瑞美さんの「消しやすさ」の研究は子

大原高等学校生物部の作品「クロベンケイガニの

どもらしい着眼点と，同じ力で消すという実験条

生活史に関する研究」は，自然そのものの観察を

件統一のための装置を考えたことが高く評価され

主体とする研究です。
地道な調査を重ねて，
産卵，

ました。高等学校の部の特別賞を受賞した市川学

ふ化から遡上，移動の様子を解明し，淡水中でも

園市川高等学校の化学分野の２作品は論文として

生きていることを確認した優れた研究です。毎年，

の完成度が高く今後が期待されます。

生物分野の研究には玄人はだしのものがあります

最近は，学会や大学の主催するジュニアセッシ

が，本研究も観察に基づく鋭い考察の基，生態学

ョンや総合文化祭などが行われ，その中での口頭

の研究論文として一流のものに仕上がっています。 発表やポスター発表に対しても賞が贈られること
環境保全の手掛かりとして発展性も見込めるもの

が多くなりました。そんな中，本作品展は科学論

で今後に大きな期待が持てます。

文を対象としています。すなわち，研究内容や結

一方，中学校の部の知事賞作品「ダンゴムシコ

果だけでなく，科学論文としての完成度も重視し

ンポストを作るための基礎研究Ｐａｒｔ２」
（松戸市立

て審査しています。研究の成果を論文の形にまと

第一中学校の１年生，森本尚子さん）は，同じよ

めることは，それほど簡単ではありません。研究

うに生き物を対象としたものですが実験研究です。 したことを全て書けばいいというわけではないか
Ｐａｒｔ２とあるように小学校６年生からの継続研究

らです。不要な枝葉を切り取り，研究の目的が果

で，ダンゴムシを使ってコンポストを作るという

たされるゴールに向かう筋道を論理的にたどらな

明確なモチベーションの基，１年目の研究結果を

ければならず，結論を導く際に必要以上の仮定や

生かして着実に前進させていました。家庭ごみを

類推は許されません。本当は，講評ではなく，そ

模した茶殻に着目し，それが腐ってしまうと食べ

れぞれの作品についてお伝えしたいこともあるの

ないこと，自身の体長よりも大きなものを好んで

ですが，今のところその機会がなく残念です。今

食べること，小さいものは住処になることなどを

後の課題だと思っています。

多くに実験により解明した力作です。中学１年生
でもここまでできるのだと驚かされました。

科学論文を書くことの目的は賞をとることでは
ありません。観察や実験の結果わかったことをひ

継続研究が多かったのも本年度の特徴でした。

とつひとつ積み重ねて考える中で，発見の驚きと

かつて，殻なし卵からニワトリのヒナを誕生させ

喜びを味わってほしいと思います。今回の受賞作

た県立生浜高等学校の生物部は，今年度はカメに

品からはそれが伝わってきました。そしてそんな

挑戦しましたし，昨年度の知事賞を受賞した同校

仕組みを持つ自然への敬愛も感じられました。何

のチームピヨちゃんの「ウミホタルの光！Ⅱ－サン

よりも研究することそれ自体に喜びを感じていて

プル解析と発光実験－」もまた特別賞に輝きまし

くれていることに，頼もしさを感じました。その

た。このほか，千葉市立打瀬中学校３年生の石原

気持ちを失わないで研究を続けていってくれるこ

侑里子さんのプラナリアの研究は，再生研究として

とを祈ります。
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審 査 員 ⻑ 講 評（科学論文の部

科学技術賞）

「科学の方法」について

東京理科大学教授

伊 藤

稔

本賞は，科学論文の部に応募した児童生徒の作

人間が自然現象を見る（観察す

品を科学技術，生命科学や数理科学の新しい視点

る）時は，いつでも人間の感覚

から顕彰することを目的に平成18年度から設けら

を通して自然を見（観）ているこ

れました。平成29年度で12回目の記念すべき賞で

とになります。この感覚を通し

す。審査は，大学や企業関係の５名の委員で行わ

て自然界を見（観）ることによっ

れました。本賞の目的から，他の賞とは別の観点

て，知識を獲得します。その得

から選考する趣旨のため，小・中・高の先生方は

た知識が，ほかの人の感覚を通して得た知識との

あえて，この賞の選考に関わっておりません。

間に，互いに矛盾がない場合は，それを私たち人

21世紀に入り，自然科学や生命科学が非常に進

間は，ほんとう（真理）であるといっています。

歩して，人工知能（ＡＩ），遺伝子組み換え技術や

中谷は，
「測定」という意味について，次のよう

宇宙工学が進展しています。そのような現在の科

に話しています。人間が感覚を通して自然界を認

学万能主義の考え方の背景には，
「科学は非常に力

識することは，具体的には，自然現象を測定（観

強いもの」という考え方があります。そのような

察）することです。「ものを測る」ということは，

科学万能主義的な見方や考え方は，実は，ある限

「測ろうとするもの」と同じ種類のもので，ある

界の中での話であって，その限界の外では意外に

一定の量のものをとって，その量と比べてみるこ

無力であることを忘れているという指摘が今から

とです。一定量を単位といいます。観察の対象と

60年前にありました。

なるものが，この単位の何倍あるかを調べてみる

ここでは，
「科学の在り方」について，中谷宇吉

ことが測定です。今回の児童生徒の科学工夫作品

郎が著した『科学の方法』
（岩波新書，1958年）を

や科学論文も，この測定という観察をどの作品も

手掛かりに科学万能主義について考えてみたいと

丁寧に行っていました。
ある単位の「何倍」というのは，もちろん整数

思います。
中谷は，
「今日の科学の進歩は，いろいろな自然

である必要はありません。小数点以下のコンマが，

現象の中から，今日の科学に適した問題を抜き出

いくつであってもかまいません。大切なことは，観

して，それを解決していると見た方が妥当で，現

察結果が，いったん数値になると，これに数学を

代の科学の方法が，その実態を調べるのに非常に

使うことができることです。自然現象を数値であ

有利なもの，特殊な面が，科学によって開発され

らわして，数学を使って知識を総合していくこと

ている」と話しています。すなわち，科学が対象

が，
科学の一つの特徴，と中谷は指摘しています。

としているものは，再現可能な問題で，もう一度

逆に，自然現象の中から，数値で表せる性質だ

繰り返して，やってみることができる問題につい

けを抜き出して，その性質を調べるという方向に，

てのみ，科学は成り立っている点を挙げています。

科学は向かっていることになります。自然現象を

再現可能な自然現象（問題）だけしか，科学が

ただあるがままに見ているだけでは，手の付けよ

取り扱えないかというと，
「科学」というものは，

うがありません。

「それがほんとう（真理）か，ほんとうでないか」

今回，出品した児童生徒の皆さんは，いろいろ

ということを問う学問です。すなわち，それが美

な方法によって得られた多くの知識を整理してい

しいとか，善いとか悪いとかいうことは，決して

ました。その一番簡単で，尚かつ，難しい作業が，

これまで言ってきませんでした。また，言うこと

「測定（観察）
」です。得られた結果（数値）につ

もできませんでした。

いて，これまで以上に，自然界に対する理解を深

いろいろな人間が，同じことを調べてみて，そ

めることが，
「科学の基礎になっている方法」です。

れがいつでも同じ結果になる場合には，それがほ
んとう（真理），ということになります。しかし，

来年度も，創造的な科学作品や科学論文作品を
期待しております。
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科学工夫作品の部

一 般 公 開

審 査 風 景

一般公開（発表コーナー）
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千葉県知事賞
うち上げよう！ドーン！！
万げきょう花火大会

鎌ケ谷市立西部小学校 ３年

浅

野 彰 雲

動 機
旅先で見た万華鏡に関心を持ちました。キット
で作った万華鏡で丸めたモールを見たら花火のよ
うに見えたことから，万華鏡を用いた打ち上げ花
火の作品を作ることを思い付きました。
仕組みと働き
丸めたモールをペットボトル，ゴム，ストロー
などで作った打ち上げ装置に入れ，ゴムの力で上
に飛ばします。打ち上げられたモールは上からつ
るした磁石に付くようにし，ＬＥＤライトで照ら
します。それをテーパードミラー式万華鏡から覗
くとキラキラ光る立体的な球体として映り，まる
で夜空に打ち上げられた花火のように見えます。
（指導教諭 江花 大樹）
審査評
ゴムの力で打ち上げたモールが，光を受けて夜
空に美しい花火を咲かせる。随所に作者の花火へ
の思いが感じられる作品である。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

千葉県知事賞
カエール学園 応援団

流山市立東部中学校 ２年

藤

田 瑞 穂

動 機
昨年作ったカエルの音楽教室（鉄琴自動演奏ロ
ボ）が展示会で子供達に人気があり嬉しかったの
でパート２を作りました。ダンスロボを作ろうと
しましたが試作品の動きを見て方針変更しました。
仕組みと働き
ボタンを押すと応援が始まります。パターンは
３種類あり，ボタンを押すたび変わります。ウサ
ギのほっぺが赤くなります。パソコンでプログラ
ムを作ってサーボモーターを制御し，右手・左手・
体の向きを動かしています。見る人に感情移入し
てもらえるよう団員のプロフィールを作り，それ
に合った衣装をつけました。
（指導教諭 林 真弓）
審査評
汎用のマイコンをプログラミングしてサーボモ
ーターを動かし，ぬいぐるみにユーモラスな応援
団の動きを表現させるなど完成度が高い。
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千葉県教育⻑賞
いつでもどこでも頭だけの勉強部屋

四街道市立吉岡小学校 ６年

安

藤 彩 乃

動 機
勉強していると眠くなって，集中できなくなる
時があります。どんな時でも集中して勉強ができ
るものがないか考えました。この作品を使って，
姉が大学受験に合格できるといいな，と思います。
仕組みと働き
１）ゴム板とスポンジを重ねた耳当てで，嫌な
雑音だけを小さくしてくれます。２）眠い時の頭
のフラフラをパチンコ玉の転がりを利用して検出
し，ＬＥＤやベルで起こしてくれます。３）保冷
剤入りのミニ扇風機が頭をすっきりさせてくれま
す。４）ライトの重りを利用して，自動的に同じ
所を照らすライトで教科書が見やすいです。
（指導教諭 加藤 千恵）
審査評
子どもらしい発想で様々なアイデアや工夫がつ
めこまれたユニークな作品である。眠くなった時
の度合により刺激を変えた所が素晴らしい。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

千葉県教育⻑賞
キセキのコンサート

松戸市立第六中学校 ３年

小

栁 和 季

動 機
僕が大好きな四人組のバンドＧＲｅｅｅｅＮは
人前で演奏することがほとんどありません。そこ
で，自分なりに様々な演出を組み込んだライブコ
ンサートを実現してみようと思って作りました。
仕組みと働き
コンピューターを使い，ボーカロイド機能付き
ＭＩＤＩ音源，赤外線や紫外線など10種のＬＥＤ，
２種のモーター，録音再生ＩＣなどを制御して実
現し，５つのスピーカー，光ファイバーの照明，
蛍光塗料などで臨場感を演出しました。指揮棒の
赤外線を人形に向けると，人形がスポットライト
を浴びて歌や楽器を奏でます。
（指導教諭 岡嶋 宰義）
審査評
マイコンボードにプログラミングを施し，いろ
いろな回路をつくったり，自分の声も入力したり
するなど，自作感があり工夫が見られる。
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千葉市教育⻑賞
空とぶ円ばん

千葉市立宮野木小学校 ２年

三

谷 瀬 菜

動 機
夏休みに秋田の科学館で空とぶ円盤を見て，そ
の様子に興味をもち自分でも作成したいと思った。
仕組みと働き
台から垂直に風が吹き上げるようにドライヤー
を固定し，風の真上に作成した円盤をそっと置く。
円盤は回転しながら浮く。円盤のくぼみの部分が
風をうけて浮き，円盤の側面に沿って上昇する風
が羽にあたって回転するという仕組みである。円
盤の大きさ，構造，素材，羽のつけ方により浮き
方や回転の違いを楽しむことができる。
（指導教諭 山本 綾子）
審査評
ドライヤーから出る風の力を利用して宙に浮か
せている。浮かす形や羽根などを取りつけ実験を
くり返したすばらしい作品である。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

千葉市教育⻑賞
３Ｄ−Ｃ（３Ｄカメラマン）＆３Ｄ−Ｐ（３Ｄパラ
パラ再生機）

我孫子市立久寺家中学校 ２年

野

中 望 央

動 機
小学五年生のときに３Ｄスコープを作った。し
かし，視力が左右異なる人には３Ｄに見えないな
どの課題が残った。そこで今回は，どんな人でも
３Ｄ動画が見られる装置の製作に挑戦した。
仕組みと働き
３Ｄ－Ｃは２台のカメラを使って，左右の目と
同じ位置の画像を撮影でき，３Ｄ－Ｐではその画
像を立体的に見ることができる。これは目の原理
を応用し，３Ｄ－Ｃで撮影した画像を鏡によって
合成させることで，立体的に見せている。そして
ハンドルを回すと，パラパラ漫画の原理で画像が
動き，３Ｄ動画を見ることができる。
（指導教諭 森田 圭介）
審査評
全ての人に３Ｄ映像が見られるよう画像を鏡に
２度反射させた。両方の目に同時に画像を映すこ
とで立体に見ることができる作品である。
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千葉県教育研究会理科教育部会⻑賞
くるくるスケート場

千葉市立寒川小学校 ２年

香

川 莉 音

動 機
スケート教室での体験から，スケート選手たち
が音楽に合わせて，美しく演技をしている工作を
考えました。
仕組みと働き
磁石の上に，乾電池を取り付けます。銅線で作
ったコイルの上の先端は乾電池に付け，下の先端
は磁石に付けます。銅線に電流が流れると，その
周りに磁場ができ，電池に取り付けた磁石の磁力
と作用し，銅線が回転する力が生まれます。乾電
池を取り付ける時の極の上下や銅線の飾りの形の
違いで，回転の方向や速さの違いが生まれます。
（指導教諭 大槻 昌弘）
審査評
単極モーターの仕組みを利用し，さらに銅線の
形状や重さによって回転の仕方を工夫した素敵な
作品に仕上がっている。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

発明協会会⻑奨励賞
測って計算電卓を作ろう
〜電⼦⼯作×プログラミング〜

千葉市立花園小学校 ６年

中

澤 里 菜

動 機
昨年，微生物を利用した発電で電卓を動かす実
験を行い，電卓に興味を持った。立体の体積・表
面積の計算に苦手意識を持っており，長さの測定
のみで自動計算できる電卓を考案・製作した。
仕組みと働き
通常の四則演算に加え，計測キーを押すと設定
が切り替わり，様々な立体の体積や表面積が測定
できる。例えば直方体の場合はスイッチを直方体
に合わせ，計測器に直方体をセットしてプッシュ
キーを押すと，長さが可変抵抗により自動で計測
できる。同様に横の長さ，高さを測定することで
直方体の体積・表面積が自動で計算される。
（指導教諭 梅原 かおる）
審査評
プログラミングを取り入れ，長さを測定したり
体積を計算したりできるよう電卓を改良した。素
早く正確な計算ができすばらしい。
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千葉県発明協会会⻑賞
お天気うらないゲッタくん

木更津市立高柳小学校 ５年

大

枝 亜 美

動 機
毎年，科学工夫作品を作ってきたので今年は動
くことで人を楽しませる面白い物を作りたかった。
そこでゲタを飛ばして天気を占う遊びを参考にし
て作った。ゲタが飛ぶときっと面白いと思った。
仕組みと働き
足についたひもをモーターでまき上げると足が
上がる。一番上に来るとモーターのスイッチが切
れ，同時にモーターをおさえていたゴムが外れる
しくみになっている。足が上がってもゲタが落ち
ないように磁石でくっつけ，スイッチが切れると
ひもがゆるんで足がけり出される。そのいきおい
でゲタが飛んでいき，ゲタの向きで天気を占う。
（指導教諭 北村 恵里）
審査評
足を振り上げるために巻き上げたひもを解放す
ると同時にスイッチが切れるしくみが工夫されて
いる。ギアも手作りで精度も高い。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

千葉県総合教育センター所⻑賞
偏光板
魔法の鏡で見てみたら・・・光る氷の世界

松戸市立小金小学校 ６年

岩

谷

椛

動 機
憧れの高校の文化祭で，偏光板を使った「ブラ
ックウォール」という，物が通過する不思議な黒
い“壁”を見て，偏光板に興味を持った。偏光板
と同様に不思議な作品を作ってみようと考えた。
仕組みと働き
偏光板による光の“干渉”と，セロハンテープ
の“複屈折”の性質を利用して，色のないただの
透明な世界が，キラキラとダイヤモンドのように
光る氷の世界に変わる装置である。バックライト
のスイッチを入れて，偏光板を手で回しながら見
ることで，立体のモチーフがいろいろな色に変化
する。
（指導教諭 菅家 一彦）
審査評
セロハンテープ，色セロハン，プラ板，プラカ
ップといった素材の配置を工夫し，偏光板を通し
て見える世界が美しく表現されている。
－ 44 －

千葉県総合教育センター所⻑賞
シャクトリメジャー
〜だいたいどれくらいかな？〜

旭市立海上中学校 １年

新

居 瑠 偉

動 機
祖母の手伝いをするため畑へ行くと，久しぶり
にシャクトリムシをみつけた。一定の動きをする
虫の姿・様子をみているうちに，これで距離が測
れるというアイデアが思いつき，作品を考えた。
仕組みと働き
前にしか回転しないタイヤを使用しており，シ
ャクトリムシのように伸縮することで前進する仕
組みとなっています。１回の伸縮で10㎝進むよう
になっており，カウンターがネジで押されて伸縮
の回数を数えることで，進んだ距離を測ることが
できます。また，ゴールの壁にぶつかると，スイ
ッチが切れて止まるようになっています。
（指導教諭 越川 征厚）
審査評
シャクトリムシの動きで距離を測定する。１歩
を10㎝に設定し,歩数をカウンターで数える。スイ
ッチがセンサーを兼ねているところがすばらしい。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

毎日新聞社千葉⽀局⻑賞
さあ，どこにいく？ スロットマシン

君津市立貞元小学校 １年

山

本 射富人

動 機
筒を磁石で浮かせて回したら回転が持続すると
考え，実験しました。すると，想像以上にくるく
る回り面白かったので，スロットマシンに出来る
なと思い，作りました。
仕組みと働き
３つの絵付きの筒を手で回し，磁石の引き合う
力を利用して筒を止めて，絵柄をそろえます。ト
イレットペーパーの芯で作った筒は，回転しやす
いように，磁石の反発する力で宙に浮かせていま
す。筒の回転を止めるには，磁石の力が強くなけ
ればいけないので，超強力磁石を３個にして，止
まりやすいようになっています。
（指導教諭 鈴木 秀人）
審査評
磁石の力を利用し，回転部分を回転しやすくし
たり，止めやすくしたりしている。操作部分の材
質も工夫した実用的な作品である。
－ 45 －

千葉県教職員組合中央執⾏委員⻑賞
トレースロボット ＧＮ１０型

八千代市立大和田南小学校 ４年

饗

場 弦 人

動 機
白と黒のモザイク柄に反応して動く「トレース」
の機能が付いたリモコンで動くロボットがあると
面白そうだと思い，発明しました。
仕組みと働き
リモコン部分には①目とリモコンの豆電球が点
灯②手と足の動き③体のイルミネーションが点灯
と３つのスイッチがついています。白と黒のモザ
イク柄のうち，白い部分では反射した光をセンサ
ーが受光してロボットが動き，黒い部分では光を
反射しないためセンサーは反応せず，ロボットの
動きが止まる仕組みとなっています。
（指導教諭 横山 りさ）
審査評
動きの指令を光センサーで読みとり，ロボット
本体が指令通り動いたり光ったりする。動きも大
変安定しており，回路もよくできている。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

千葉県商工会議所連合会会⻑賞
どっかん打ち上げ花火

松戸市立殿平賀小学校 ４年

笹

﨑 真有里

動 機
昨年モーターについて学習し，カムを組み合わ
せると上下に動かしたり開閉させることができる
と知って，花火大会で見て感動した花火が打ち上
がる時の様子をカムを使って表したいと思った。
仕組みと働き
１つのモーターの動力だけで３つのカムが動く
ようにギアを使って工夫した。１つ目のカムは花
火を押し出して，開いた花火は重りの仕掛けで自
動的に戻り，上下する重りをスイッチにした花火
の光が点滅する。２つ目のカムは見物客を左右に
動かしている。３つ目のカムはシーソーを動かし
て花火を打ち上げる「ドン」という音を出している。
（指導教諭 吉國 杏蘭）
審査評
スイッチを入れる重りの大きさによって花火の
大きさが変わるなど，光や音，動き等に様々な工
夫を凝らしており，楽しい作品である。
－ 46 －

日本弁理⼠会関東⽀部千葉委員会委員⻑賞
かんつぶし機

袖ケ浦市立昭和中学校 １年

林

蓮 磨

動 機
夏は飲み物の空き缶が多く，ゴミ袋が一杯にな
るのが早いため，空き缶を小さくして多く捨てる
ことが出来れば，捨てる回数も減りゴミ袋も省エ
ネ出来ると考え，かんつぶし機を作りました。
仕組みと働き
空き缶をセットし上部のフタを止まるまで押し
込むことにより，長さの違うボルトが空き缶に当
たり，らせん状の織り目が付きます。
織り目の付いた空き缶を回転台にセットし上部
のフタを最初と同じように止まるまで押し込むこ
とにより，押す力が織り目に逃げるため，回転台
が回転しながら空き缶が潰れます。
（指導教諭 畠島 克幸）
審査評
缶を縦にきれいにつぶせるように，缶の側面に
波線のくぼみをつけ，つぶす時に固定面が回転す
るなど配慮がある。

－ 47 －

優秀賞
おばけやしき

千葉市立小中台小学校 １年

濵

野 健 太

動 機
工作が好きで，普段から家でも空き箱を使って
いろいろなものを作っている。幼稚園のお泊り教
室で行ったおばけやしきを思い出し，磁石を使っ
ておばけの動きを表現したおもちゃを制作した。
仕組みと働き
前のレバーに取り付けられたＳ極の磁石の力で
おばけの動きを表現した。人形にはＮ極の磁石を
取り付け，引き合う力を使ってくるくる回る仕組
みを作った。からかさおばけなどにはＳ極の磁石
を取り付け，反発する力を使って上に飛び出す仕
組みを作った。また，回路をつけることで磁石と
光の性質を使った動きのある作品に仕上がった。
（指導教諭 山本 真吾）
審査評
磁石の同極が反発する力を利用し，つつの中か
らお化けが急にとび出すように工夫して夏の思い
出を表現した，楽しい作品である。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

しまなみ海道とモノレール

松戸市立横須賀小学校 １年

大

城 壮 平

動 機
夏休みに瀬戸内海のしまなみ海道へ行った。き
れいな海と緑の島々，たくさんの格好良い橋があ
り，もしもこんな景色の中を大好きなモノレール
が走っていたら楽しいなと想像し，工作をした。
仕組みと働き
モノレールは，モーターとギヤボックスを使っ
て動かした。バランスを取るために，内側に補助
輪を付けたり，積み木の重しを乗せたりして，一
本のレールの上でも走らせることができた。
（指導教諭 田所 穣）
審査評
レールの素材選び，カーブを走行させるための
車輪の取りつけ位置の調整，補助輪の使用等，改
良を重ねた努力がある。

－ 48 －

優秀賞
おみくじ

八千代市立勝田台小学校 ２年

平

田 祐 樹

動 機
本来は箱の中に手をいれて引くおみくじを，大
好きなピタゴラスイッチと電池の力を利用して，
自動で楽しみながら引きあてたいと考え作った。
仕組みと働き
緑のボタンを押すと円盤が回転し，黄色の皿に
ビー玉をのせると，２つのルートでビー玉が転が
っていく。２つのルートには時間差があり運勢を
左右する。落ちたビー玉は円盤のスイッチを切る
役目になる。円盤を正面で停止させるため，円盤
の裏側には，トレーの数だけコの字型の切込みが
つけられている。
（指導教諭 阿部 格）
審査評
回転台の速さを工夫したり，ビー玉の転がる道
を長短２種類作ったりするなど工夫されている。
身近なものを利用して丁寧に作られている。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ふりふりさてつでへんしん！！

八千代市立高津小学校 ２年

高

橋 昊 真

動 機
磁石につくものに興味を抱き，調べていく中で
砂鉄を知りました。磁石の形に合わせて変幻自在
に動く砂鉄の動きがおもしろく，この動きを活か
したおもちゃを作りたいと思い製作しました。
仕組みと働き
２つ折りにした画用紙の表面に絵を描き，内側
には，その絵を変身させるためのマグネットシー
トを貼りました。どんな絵に変身するのかを楽し
んでもらうためにマグネットシートが見えないよ
うに周りを糊で閉じました。砂鉄の入った額に絵
をはさみこみ，額を左右に振ると，マグネットシ
ートの上に砂鉄がついて絵が変身します。
（指導教諭 濃野 倫子）
審査評
砂鉄がつくと模様が変わるシートを何種類も作
っており，１枚１枚創意工夫が盛り込まれている。
砂鉄がこぼれない工夫もしている。
－ 49 －

優秀賞
一歩一歩夢をかなえるゾウ

千葉市立花園小学校 ３年

入

野 七 瀬

動 機
生き物への関心が高く，一昨年，昨年も動物に
関する工作に取り組んできた。今年度は動物の動
きに着目し，３年生で学習する電気の仕組みも取
り入れ，坂を滑らかに歩くゾウの製作を行った。
仕組みと働き
ゾウの片足が浮くとクリップの重さで足が前に
進み，その繰り返しで一歩一歩坂を歩いていく。
足の裏の曲線を丁寧に調整したことで，滑らかに
歩むように工夫した。また，坂道に銅箔テープを
用いた回路を作ることで，ゾウが通過する際に豆
電球が点滅したり，最後にはモールの噴水が回っ
たりするような仕組みを取り入れた。
（指導教諭 爲房 伸太郎）
審査評
坂道をゾウが歩くことで，電球が点灯したり，
噴水が回転したりと夢を叶えて行く。力の大切さ
を物語る素敵な作品となっている。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

非常用ライトマーク２

袖ケ浦市立蔵波小学校 ３年

斉

藤

遼

動 機
ひいおばあさんがライトのスイッチが解らず困
っているのを見て，お年寄りや小さい子供にはス
イッチの入り切りの操作方法が難しいのだと思い
ました。
仕組みと働き
メインスイッチを常時ＯＮ（上）にしておけば，
使いたいときに取っ手を引っ張るとライトが瞬時
に点灯します。持ち運びの時などはメインスイッ
チをＯＦＦ（下）にすることでライトを消すことが
できます。また，ボタンを押すと非常ブザーが鳴
ります。
（指導教諭 飯泉 哲也）
審査評
夜中の地震などの災害時，お年寄りも安心して
ライトが使えるように考えたもので，作者の優し
さが感じられる作品である。

－ 50 －

優秀賞
映写機

習志野市立鷺沼小学校 ４年

廣

瀬 美 優

動 機
昔は映画を映写機で映している事を知って興味
をもちました。テレビで映写機が動いているのを
見て，フィルムが回り，被写体が写る事が分かっ
たので作ってみたいと思いました。
仕組みと働き
パラパラ漫画に強い光を当てれば，レンズを通
して映写機ができると考え，粘土のイルカを連続
して撮影し作成しました。ケーキ枠の外側に写真
を貼り付けて回るようにし，レンズは２つ使用し
１つを可動式にしてピントを合わせ易くしました。
明るいＬＥＤを画像の左右に配置し均等に明るく
なるように工夫しました。
（指導教諭 志茂 陽）
審査評
一枚一枚手描きの絵がおりてきて，イルカが動
いて見える。レンズの焦点も調整でき，子どもら
しいセンスと発想を感じる作品である。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

発電ライトお知らせ君

市川市立鬼高小学校 ４年

鈴

木 花 菜

動 機
祖父がお風呂にお湯を入れるとき，止めるのを
忘れてしまい溢れさせてしまうことがあった。こ
のことから，お湯が適量になったらブザーが鳴っ
てお知らせすることができたら便利と思い考えた。
仕組みと働き
お湯が出る蛇口のところに，小型の水力発電機
をつけ，お湯の流れで電気を起こす。
（水道から出
るお湯の流れで電気を起こせば家庭の電気も使わ
ずエコロジーである。ライトが点けば電灯を点け
なくてもお湯のたまり方がわかる。
）
水力発電機から出る電気でライトを点けたり，
ブザーが鳴ったりして知らせるようにした。
（指導教諭 柳橋 千代実）
審査評
水道のじゃ口に取り付け，水流を利用して発電
し，ライトをつける。水が満水になるとブザーで
知らせるエコで実用的な作品である。
－ 51 －

優秀賞
砂鉄の海で泳ぐぞ

八千代市立新木戸小学校 ５年

遠

藤 美 空

動 機
科学工夫作品を作る時はいつも，磁石を使った
ものにしようと思っており，今回は砂鉄を使って
みようと他の物にまぜたりしたが，砂鉄のみが一
番動きが面白くなった。
仕組みと働き
モーターにプロペラをつけ，その羽根に大小の
磁石をランダムにつけた。大きな箱にプロペラを
入れ，上には砂鉄にモールやラメをまぜたケース
をおくと，その不規則な動きが海に見えたので，
台をかざったり，砂鉄のケースに紙とクリップで
作った魚などを入れたりした。
（指導教諭 鳥羽田 みゆき）
審査評
モーターで回転する十字形の板に磁力のちがう
磁石をつけ，上にのせた砂鉄や魚形の鉄板が複雑
に動く工夫がされている。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

飛んで 飛んで 飛んで

市原市立牧園小学校 ５年

川

上 煌之介

動 機
富津の海へ遊びに出かけた時パラグライダーを
見て，自分も空を飛んでみたいと思ったことをき
っかけにして，飛行機や気球などが空を飛んでい
るような模型を作ることができないか考えた。
仕組みと働き
磁石のＮ極とＳ極の引き合う原理を利用して，
浮いているように見える仕組みを作った。飛行物
の重さによって磁力に差が生じるため，釣り糸を
使って磁石と飛行物の距離を調節した。その長さ
の調節には，たいへん苦労した。モーターとギア
を組み入れ回転させることで，浮いて飛んでいる
ように見える工夫をしている。
（指導教諭 大平 真寛）
審査評
磁石の引き合う力を上手に使い，上からつり下
げないで，ふわふわと空中に浮いている状態にし
ている点がおもしろい。
－ 52 －

優秀賞
不思議な演奏ロボット

香取市立小見川中央小学校 ６年

平

野 瑞 葵

動 機
博物館で様々な種類のオルゴールや自動演奏楽
器を見て，自分の考えた曲が演奏できる機械があ
ったらすてきだと思いつきました。そして，曲も
自由に変えられる仕組みにしたいと考えました。
仕組みと働き
磁石を円筒上の好きな所に置きます。スイッチ
を入れると円筒が回転し，磁石が下に動いたとき
鉄の板が引きつけられて回路がつながり，電流が
流れます。そして，木琴のバチが動くことで演奏
ができるしくみです。磁石を置く位置を変えるこ
とで違う曲も演奏できるように工夫しました。
（指導教諭 菅谷 記代）
審査評
オルゴールとは異なり，磁石の位置を変えるこ
木琴

とにより作った曲を演奏できるようにしたところ
がすばらしい。精密な作品である。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

It’s a small space world

市原市立有秋西小学校 ６年

小

倉 桃 実

動 機
小さい頃から宇宙に興味があり，星座を見つけ
たり惑星を見たりしてきました。そこで様々な季
節で見える星座と地球の位置がわかるよう，模型
に表したいという思いで作成しました。
仕組みと働き
季節によって時間スイッチで光らせる星座が違
い，それをスイッチなどを使って作るのは難しい
ため，プログラムを使いました。見た目をよくす
るためにリードスイッチを使いました。磁石が近
くに来てもスイッチが入らない場合があったので，
４か所のうち１か所でも正しく動けば地球を正し
い位置で止められるプログラムを作りました。
（指導教諭 石山 陽絵）
審査評
プログラミングを取り入れ，それぞれの季節に
見える星座とその際の地球や太陽の位置がわかる
ように工夫された作品である。
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優秀賞
センサー付き自動米とぎ機

千葉市立磯辺中学校 １年

浅

野

崚

動 機
米をとぐ際の手間を省くために作り出したアイ
デア作品です。冬場に必要不可欠となる便利な代
物です。
仕組みと働き
センサーに水がつくと米とぎ機のスイッチが自
動的に入ります。特に工夫した点は①水に反応す
るセンサーを取り付けたことで，濡れた手で起こ
る可能性のある感電を防ぎ，②モーターを接続し
て自作の部品を回転させることで米をとぐ作業を
可能にし，③米の量が多い場合でも対応できるよ
う，上層をかき混ぜる部品を取り付けた点です。
（指導教諭 榎本 哲男）
審査評
自動で回転するようセンサーを工夫している。
米の量が多い時のために回転部の形状を考え，上
部もかき混ぜるようにされている。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Pistol Nail Clipper

浦安市立高洲中学校 ３年

平

賀 杏 奈

動 機
夏休みに89歳の祖母の家を訪れた際，
祖母が
「体
が硬くなってきて足の爪が切りにくいわ」と言っ
たのを耳にして，楽な姿勢かつわずかな力で使え
る爪切りがつくれないかと考え，作った。
仕組みと働き
グリップを握り，トリガーを引くと，プッシュ
ロッドに力が加わり，離れた位置の爪切りを動か
すことができる。力の伝わり方を考え，工夫する
ことにより，本体をピストルの形にし，トリガー
の長さを調節した。これにより，無理な姿勢をし
なくても爪を切ることができる。
（指導教諭 庄司 克已）
審査評
祖母を思う優しい気持ちから作品を作ったこと
がすばらしい。扱いやすい形状のため，操作が簡
単である。
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自作教具の部

表 彰 式

一 般 公 開

千葉県知事賞
直線電流の磁界観察器

浦安市立美浜中学校 教諭

高

橋 信 好

動 機
従来の方法では電源装置とコイルを使って実験
をしていた。しかし，装置の組み立てに手間がか
かり，電流の向きも直感的にわかりにくい。もっ
と手軽に実験ができないかと考え作製した。
仕組みと働き
本体Ａの構造は単純で，単１電池２個とスイッ
チとアルミニウム線を直列に繋いだだけである。
片手で持てるため操作がしやすく，約３Ａの電流
が流れるので方位磁針も十分に反応する。付属品
ＢとＣは，アルミニウム線を差しこんで磁界を観
察するものである。回路自体の抵抗が小さいので
指を離すとオフになるスイッチを使用している。
審査評
身の回りの安価なものを利用して，簡易に作成
できる教具である。生徒が個別に観察することが
でき，安全にも配慮されている。
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優秀賞
電流回路・水流モデル
富里市立富里南中学校 教諭

中

村 一 正

動 機
電流の学習で，水流を用いたモデルが示されて
いるが，部分的である。回路として閉じた系路で
説明する必要性を感じ，立体的なモデルで説明し
た方がより電流の流れを理解できると考えた。
仕組みと働き
下段の箱の水をポンプで中段や上段の流路に汲
み上げる。流路に溜まった水は，底の穴から落下
し，水車を回転させ，元の箱に戻る。ポンプは電
池，
高さで電圧を表現している。水車は電機部品，
流路の穴の小ささで，抵抗の大きさを表現し，水
量で電流の大きさを表現している。流路の配置を
変えることで直列・並列回路を表現できる。
審査評
水流モデルを水を使って見せられるようにした
ものである。道具を揃えることから工作に至るま
で細部にわたって作られていた。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

電流の流れている方向指示装置

柏市立田中小学校 理科教育支援員

上

杉 光 榮

動 機
小学４年生の「電池のはたらき」の単元で，電
流の流れている向きを従来の簡易検流計の針の向
きでなく，もっと直接的に表示する方法はないか
を考え作成した。
仕組みと働き
電流が流れている電線の近くに方位磁針を近づ
けると方位磁針の針が揺れます。本作品はこの原

ネオジム磁石×2
軸（銅）
矢印カバー

理を応用したものです。円筒形の上部のコイルと
その中心に矢印記号がついた回転するネオジム磁
石とで構成され，コイルに流れる電流で発生する
磁力に反応しネオジム磁石は平衡状態になるまで

コイル

回転し電流方向を表示します。
審査評

回路へ

回路へ

電流の流れる向きをあらわす部分の動きが非常
にわかりやすく，可視化することで，子どもの興
味を高めることができる。
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審 査 員 ⻑ 講 評（科学工夫作品の部・自作教具の部）

コミュニケーション力のあふれる作品づくりを

千葉大学教育学部教授

加 藤 徹 也

今年も多くの優れた作品が出品されました。最

モーターやランプの動きで魅せ

終審査では33名の審査員が作品を互いに説明し，

る作品として勝負するよう注意

それを聞きながら作品の動きを直に見て，全体の

してもらいたいと思います。

審査をしました。その中で特に素晴らしい作品と

今年の作品からいくつか紹介

認められ，それぞれの賞に輝いたものは，これか

したいと思います。まずはマイ

ら科学工夫作品を作る子どもたちや自作教具に挑

コンを使った作品。千葉県知事

戦する先生方にも目標として見て頂きたいと思い

賞を受賞した流山市立東部中学校２年藤田瑞穂さ

ます。審査終了後に作品公開も行われています。

んの「カエール学園応援団」はリズム良く単調で

子どもたち自身の作品であっても，材料選びや

はない動きがタイトルそのものでした。初めに計

動く仕組み，その見せ方，あるいは出品にあたっ

画したというダンスの動きは極めて難しいでしょ

ての手続きなど，周囲の先生方やご家族の方々の

うが，是非挑戦してみて欲しいです。千葉県教育

助言を受けることは大切だと思います。特に，今

長賞を受賞した松戸市立第六中学校３年小栁和季

までに全くないもの，想像すらできないようなも

さんの「キセキのコンサート」も曲に合わせた指

のを作るのであれば，子ども本人がいろいろな人

揮者と演奏者の動きやライティングの的確さが見

と話をして作品作りに生かすことを考える，そう

事で素晴らしい作品です。次に，物理現象を鮮や

いうコミュニケーションはとても大切です。優秀

かに見せてくれる作品。千葉県知事賞を受賞した

な作品と認められ，いろいろな賞を受賞した皆さ

鎌ケ谷市立西部小学校３年浅野彰雲さんの「うち

んが受賞を喜んでくれるすべての人たちに報告す

上げよう！ドーン万げきょう花火大会」はゴム

ることも，とても大切なことです。

の利用で万華鏡の模様が揺らめく美しい作品です。

審査委員長という立場ではありますが，個人的

千葉市教育長賞を受賞した千葉市立宮野木小学校

感想を交えてコメントを２点，申し上げます。ひ

２年三谷瀬菜さんの「空とぶ円ばん」は空気の流

とつはスイッチについて。作品はそれぞれ，それ

れの上に安定的に円盤を浮かせて回転させる技は

を見る人が操作して初めて動きます。形から動き

見事です。そして，役立つことを目指した作品。

が想像できる作品もある一方，動きは感動的であ

千葉県教育長賞を受賞した四街道市立吉岡小学校

っても，操作のしかたがわかりにくいものがあり

６年安藤彩乃さんの「いつでもどこでも頭だけの

ました。スイッチの位置や形は工夫が必要です。

勉強部屋」は勉強して眠くなった時の頭の動きや

最近は，コンビニ業界でも客がどこをはじめに見

その人に必要なことを次々繰り出す点が，十分研

るか，どこに売れ筋商品を置くべきか，徹底的に

究されているものでした。千葉市教育長賞を受賞

研究されています。皆さんの作品のスイッチの置

した我孫子市立久寺家中学校２年野中望央さんの

き方についても，自然に手が伸びるところに置く

「３Ｄ－Ｃ＆３Ｄ－Ｐ」はスマートフォン２台で

よう，工夫し研究してください。

両眼の位置での動画を撮影する装置と，それをコ

もうひとつはデジタルデータについてです。近

マ撮り写真のように印刷しパタパタめくって３次

年，特に中学生の作品にマイコン利用が目立って

元（３Ｄ）動画に見せる装置の組み合わせでした。

きました。モーターが動く，ランプがつく，とい

アナログ式装置で３Ｄを楽しみながら理解も進み

った動きが自動制御される様子にはいつも驚かさ

ます。最後に自作教具から。千葉県知事賞に輝い

れます。ただし，マイコンに入れる音などのデー

た浦安市立美浜中学校の高橋信好教諭による「直

タはデジタルで，デジタルデータは簡単にコピー

線電流の磁界観察器」も生徒の利用する姿がすぐ

できるため，データづくりにどれだけ苦労したと

に思い浮かぶような良く出来た作品です。皆さん

ころで，それに見合う評価はなかなかできません。

の更なる活躍に期待したいと思います。
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【第61回

〔特別賞〕

受賞者一覧

科学論文の部】
科 学 論 文 名

学

校

名

学年

ゴーヤのつるの研究 ～５年間の研究で分かったこと～
ダンゴムシコンポストを作るための基礎研究Part2
クロベンケイガニの生活史に関する研究
ぼくのおじぎ草 part6
真珠づくりへの挑戦 ～ビーカーの中で真珠は出来るのか～
化学発光振動反応のラジカル挙動
千葉県の砂浜の砂
「消しやすさ」を探る
Life in the Egg Shell 〜カメの成長を見たい〜
バッタの観察 パート４
プラナリアの再生時における位置情報の実験６
プラナリアの有性生殖と咽頭による頭部誘発の実験
アゾ化合物の合成とその酸塩基特性について
ジャコウアゲハの羽化はどのように決まるのか？
むしのすみか
図形に張る石鹸膜の長さと面積の数学的予想と実証

６年
１年

ウミホタルの光！Ⅱ −サンプル解析と発光実験−

千葉県立生浜高等学校

キュウリのたんけん
アゲハの観察 パート３ ～私の観察生活 365日間の記録～
どうしたらお茶をおいしく長く保存できるか？ －緑茶についてさぐる－
膜を用いた“海水淡水化”への挑戦 ～イオン分析による膜の性質の調査～

市川市立南新浜小学校
千葉市立宮野木小学校
千葉市立緑町小学校
千葉大学教育学部附属中学校

３年
５年
２年
２年

ヨウ素時計反応の誘導時間を左右するもうひとつの要素

千葉県立大原高等学校

２年

氏

名

我孫子市立湖北台東小学校
松戸市立第一中学校
千葉県立大原高等学校
木更津市立金田小学校
千葉市立稲毛高等学校附属中学校
市川学園市川高等学校
南房総市立三芳小学校
千葉市立打瀬中学校
千葉県立生浜高等学校
八千代市立西高津小学校

６年
３年
２年
４年
１年
0
５年

船本 聖己
森本 尚子
生 物 部
三木 叶汰
世古 瑞紀
通岡 知輝
北鹿渡佑生
上浦 瑞美
生 物 部
戸川愛加里

千葉市立打瀬中学校

３年

石原侑里子

市川学園市川高等学校
千葉市立幸町第三小学校
千葉市立宮野木小学校
野田市立南部中学校

３年
４年
１年
２年

三沢 桃羽
鈴木 禎人
齊藤 青葉
中山 湖葵
ﾁｰﾑﾋﾟﾖちゃん
代表 田中 悠誠
若井 捺芽
勝又
愛
雨宮 幸輝
藤堂 博仁
吉田 有佐
安東 里菜

《優秀賞》
科 学 論 文 名

学

校

名

おじぎそうのけんきゅう
いちばんながくまわるこまはどれだ！！
大豆へんしん図かん［１］[２］[３］
りんごのへん色じっけん
クモの巣 パート２
おいしい野菜を作ろう！ チッ素・リン・カリの量や与え方を野菜の種類ごとに工夫して
体温・脈拍の研究
ダンゴムシはなぜジグザグ歩きをするのか ～1200回の実験で仮説をたしかめる～
パワーアップ！風力発電 よく発電するプロペラの実験と工作
最強の風の力で動く車はどれだ？
水中からの飛び出し研究part２
気圧の研究partⅢ～気圧の力を便利な力として活用したい！～植物と気圧・洗浄効果と気圧
アジサイの色が変わるメカニズムを知る
アブラゼミの生態観察 ～抜け殻を手掛かりに～
夏を涼しく過ごそう ～何を吊すと涼しくなるの？～ Part2
印旛沼浄化大作戦！ PART2
野菜の臭いの比較と臭いを抑える方法の研究 —半導体式ガスセンサによる臭いの測定—
市原市全域のメダカとカダヤシの生息地調査 ～消えゆく市原市のメダカ～

柏市立土小学校
四街道市立和良比小学校
船橋市立小栗原小学校
柏市立柏第四小学校
習志野市立津田沼小学校
四街道市立旭小学校
千葉市立小中台南小学校
いすみ市立夷隅小学校
千葉市立星久喜小学校
柏市立柏第一小学校
千葉市立都賀の台小学校
印西市立木刈小学校
船橋市立行田中学校
柏市立逆井中学校
千葉県立東葛飾中学校
千葉県立千葉中学校
流山市立南部中学校
市原市立辰巳台中学校

置換フェノールフタレインの合成とpHに対する色変化における置換基の影響

日本大学習志野高等学校

天然色素を用いたプリザーブドフラワーの作成

千葉県立安房高等学校

～共存しない天然色素の謎を探る～

学年

１年
１年
２年
２年
３年
３年
４年
４年
５年
５年
６年
６年
１年
１年
２年
２年
３年
３年
３年
３年
２年
１年
３年

氏

名

米持 勇汰
板垣 遥登
青山 桃子
阿部絵理菜
笹田 侑杜
宮﨑 理葉
吉野 綾香
藤平 結生
風間 怜郎
米増 修司
竹内 亜衣
中田
悠
西岡 梢太
上田ひなた
森高
楓
佐伯 綾香
伊藤
直
山本 乙美
横田 智也
伊熊 透也
田澤 翔太
長谷
樹
西村 星海

《優良賞》
科 学 論 文 名

学

あさがおの一生
カタツムリがとおれるみちのけんきゅう
シャボンだまでキャッチボールがしたい
わたしのうさぎ「ましろ」のかんさつ
スーパーボール大じっけん はねる、しずむをしらべてみた！！
アサガオ大じっけん図かんパートⅡ ～280日のきろく～
リモコンのけんきゅう
ザリガニくん きみはどっち？ ～賢誠のザリガニ大きくしよう大作せん～
カタツムリとの研究 ナメクジだっておもしろい
まつぼっくりの研究 パート２ 回転するたね
外来しゅ カラドジョウはどこにいるのかな？
ショウリョウバッタのあしのひみつにせまる！！
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校

名

八千代市立みどりが丘小学校
野田市立中央小学校
旭市立中央小学校
君津市立周西小学校
市川市立市川小学校
市川市立富美浜小学校
印西市立木刈小学校
木更津市立馬来田小学校
習志野市立谷津小学校
八千代市立村上東小学校
九十九里町立豊海小学校
木更津市立真舟小学校

学年

１年
１年
１年
１年
２年
２年
２年
２年
３年
３年
３年
３年

氏

名

大山 凌昌
坂本 凜花
川口 璃音
西脇 四葉
竹内優梨香
犬持ひなた
齊藤 琉渚
軽米 賢誠
國松 芙紀
板倉 琉杜
大木 硯介
佐藤
舜

科 学 論 文 名

学

「えだ豆の友だち根粒菌」パート２ ～ひ料との関係～
落花生大研究パート２①②
色の不思議
いえのまわりのアカハライモリ４ 「皮膚の変化は天気の予測に利用できるのか」
どこにいる？水辺の生き物 パート５ ５年目の夏
めざせエジソン シャープペンシルの芯で電球を作れ
うちわと下じきはどっちがすずしいの？ ～自動うちわマシーンを作って実験しよう～
ダンゴムシパート５ 交替性転向反応に影響するもの
おもしろい花 オシロイバナ パート６
アサガオ大発見（６）
～青色のアサガオの２個咲きのつぼみはつるが長く伸びると生まれるのか～
タンポポのふしぎ４ ～根の再生の秘密～２０１７
朝顔の研究
ベイタウンの風の通り道をシミュレーションする
葉脈の不思議 ～葉脈標本の製作～
発電実験ＰＡＲＴ５ 野菜の水切り器発電機２
スクールバッグの持ち方と身体への負担について
消化酵素の研究 ～NO.１の食材は何か～
卵パックの秘密 partⅡ ～卵の特性を確かめる～
水の浄化、水をきれいにするには…
タイにおける前上顎骨・歯骨と全長の関係 ～魚の歯からみえる世界 パート４～
樹木電池と樹木電位の変化の研究
徹底研究！！サボニウス型風車
よく飛ぶための紙飛行機の研究Ⅲ
マヨネーズの電気的性質についての研究
αGルチンを使った紫外線耐性の高い色素増感電池の作成

校

名

学年

氏

名

千葉市立鶴沢小学校
船橋市立小栗原小学校
松戸市立東松戸小学校
館山市立神余小学校
柏市立柏第一小学校
鎌ケ谷市立東部小学校
東金市立東小学校
市原市立牧園小学校
千葉市立真砂西小学校

４年
４年
４年
４年
５年
５年
５年
５年
６年

山崎
青山
横山
栗原
大森
浅井
中島
志村
樋口

倫弥
愛
加奈
天花
瑛斗
太希
真子
亮磨
海馬

千葉市立扇田小学校

６年

長尾

侑磨

市原市立清水谷小学校
浦安市立高洲小学校
千葉市立打瀬中学校
習志野市立第三中学校
柏市立柏中学校
成田市立玉造中学校
千葉市立貝塚中学校
松戸市立常盤平中学校
柏市立中原中学校
成田市立吾妻中学校
千葉市立稲毛高等学校附属中学校
流山市立西初石中学校
千葉大学教育学部附属中学校
千葉県立千葉中学校
芝浦工業大学柏中学高等学校

６年
６年
１年
１年
１年
１年
２年
２年
２年
２年
３年
３年
３年
３年
２年

光によるミジンコの行動変化

千葉県立柏高等学校

３年

色素増感太陽電池の改良

千葉県立安房高等学校

質量１対３の衝突球の研究

千葉県立松戸高等学校

今井 駿太
中島田 葵
小林 祐貴
堀口 碧月
米増 ゆり
安井 幹太
朝倉 陽暉
伊藤 瑠南
山下 琴葉
佐々木愛斗
稲川 翔子
大井 駿太
金髙 輝尚
五井 秀美
神前 政智
金濱 武章
井戸川 新
小野裕太郎
鈴木 大輝
神作 佳孝
安田 晃大
寺口菜々子

２年
１年
３年

《奨励賞》
科 学 論 文 名

学

どろだんごのけんきゅう
かいわれ大こんを水いがいの水分で育ててみよう！
電気カバーの中に入ってきた虫のなぞ
水切りで遊び隊 水切りを調べ隊 ～よく水を切るじょうけんと素材について～
太陽光栽培とＬＥＤ栽培のちがい
～白色ＬＥＤが育った理由、失敗から学んだ発芽のむずかしさ～
鳥はなぜ飛び立てるのか Ⅱ －鳥の足の動きについて－
アオスジアゲハ 蛹の色の研究
ミルククラウンの成立条件
シャープペンシルの芯と磁石との関係
Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ Ｐiを用いた観察システムの構築

校

名

学年

氏

名

松戸市立横須賀小学校
四街道市立中央小学校
船橋市立三山東小学校
旭市立豊畑小学校

１年
２年
３年
４年

小宮 愛琴
吉田 堅都
春山凌太郎
宇井 凜桜

松戸市立上本郷小学校

５年

櫻井

流山市立南流山小学校
市川市立第四中学校
千葉大学教育学部附属中学校
松戸市立和名ケ谷中学校
八千代市立大和田中学校

６年
１年
１年
２年
３年

岡本 惇生
高橋 優輝
安藤 帆南
元山 侑人
永江 倖弥

陸

《佳作》
学

校

名

千葉市立稲丘小学校
千葉日本大学第一小学校
船橋市立八栄小学校
市原市立牧園小学校
千葉市立磯辺小学校
市原市立市西小学校
四街道市立山梨小学校
野田市立関宿小学校
柏市立田中小学校

学年

氏

１年
１年
２年
２年
３年
３年
４年
５年
６年

名

学

堀江 遼祐
石井 詩葉
矢島 蒼翔
志村 和奏
中島 大智
齋藤 寛斗
八角 綾音
林
巧二
佐山奈々実

校 名

御宿町立御宿中学校
千葉市立花園中学校
成田市立玉造中学校
成田市立玉造中学校
東金市立東中学校
千葉市立幕張西中学校
松戸市立栗ケ沢中学校

学年

１年
２年
２年
２年
２年
３年
３年

氏

名

竹内 愛萌
谷口 真尋
鈴木 友梨
髙木 七穂
佐久間優衣
本間 真央
河合 映月

《学校賞》（本作品展において，その出品数や受賞内容によって優秀な成績をおさめた学校に贈られます。）
学

校

名

千葉市立宮野木小学校

《科学技術賞》（生命科学・物質科学分野等の新しい観点から，社会で役立つような優れた研究を顕彰します。）
科 学 論 文 名

学

気圧の研究partⅢ～気圧の力を便利な力として活用したい！ ～植物と気圧・洗浄効果と気圧
水をこぼさないふたの開け方
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校

名

印西市立木刈小学校
成田市立玉造中学校

学年

６年
２年

氏

中田
髙木

名

悠
七穂

【第67回

〔特別賞〕

科学工夫作品の部】
科 学 工 夫 作 品 名

学

うち上げよう！ドーン！！ 万げきょう花火大会
カエール学園 応援団
いつでもどこでも頭だけの勉強部屋
キセキのコンサート
空とぶ円ばん
３D-C（３Dカメラマン）＆３D-P（３Dパラパラ再生機）
くるくるスケート場
測って計算電卓を作ろう ～電子工作×プログラミング～
お天気うらないゲッタくん
偏光板 魔法の鏡で見てみたら・・・光る氷の世界
シャクトリメジャー ～だいたいどれくらいかな？～
さあ、どこに行く？ スロットマシン
トレースロボット ＧＮ１０型
どっかん打ち上げ花火
かんつぶし機

校

名

鎌ケ谷市立西部小学校
流山市立東部中学校
四街道市立吉岡小学校
松戸市立第六中学校
千葉市立宮野木小学校
我孫子市立久寺家中学校
千葉市立寒川小学校
千葉市立花園小学校
木更津市立高柳小学校
松戸市立小金小学校
旭市立海上中学校
君津市立貞元小学校
八千代市立大和田南小学校
松戸市立殿平賀小学校
袖ケ浦市立昭和中学校

学年

３年
２年
６年
３年
２年
２年
２年
６年
５年
６年
１年
１年
４年
４年
１年

氏

名

浅野 彰雲
藤田 瑞穂
安藤 彩乃
小栁 和季
三谷 瀬菜
野中 望央
香川 莉音
中澤 里菜
大枝 亜美
岩谷
椛
新居 瑠偉
山本射富人
饗場 弦人
笹﨑真有里
林
蓮磨

《優秀賞》
科 学 工 夫 作 品 名

学

おばけやしき
しまなみ海道とモノレール
おみくじ
ふりふりさてつでへんしん！！
一歩一歩夢をかなえるゾウ
非常用ライトマーク２
映写機
発電ライトお知らせ君
砂鉄の海で泳ぐぞ
飛んで 飛んで 飛んで
不思議な演奏ロボット
It's a small space world
センサー付き自動米とぎ機
Pistol Nail Clipper

校

名

千葉市立小中台小学校
松戸市立横須賀小学校
八千代市立勝田台小学校
八千代市立高津小学校
千葉市立花園小学校
袖ケ浦市立蔵波小学校
習志野市立鷺沼小学校
市川市立鬼高小学校
八千代市立新木戸小学校
市原市立牧園小学校
香取市立小見川中央小学校
市原市立有秋西小学校
千葉市立磯辺中学校
浦安市立高洲中学校

学年

１年
１年
２年
２年
３年
３年
４年
４年
５年
５年
６年
６年
１年
３年

氏

名

濵野 健太
大城 壮平
平田 祐樹
高橋 昊真
入野 七瀬
斉藤
遼
廣瀬 美優
鈴木 花菜
遠藤 美空
川上煌之介
平野 瑞葵
小倉 桃実
浅野
崚
平賀 杏奈

《優良賞》
科 学 工 夫 作 品 名

学

かみなりあめ
うごくかたつむり
メリーゴーランド
おじいさん あそびにきたよ
フラワーコースター
とりのらくえん
きらきらえんそう会
自どうでまどそうじをするスピナータワー
楽しい動物園
応援のウェーブ
水圧の力で手を作る
もしもレインボーブリッジに大きな船が来たら・・・
月と海のひみつ
おこスイッチ
学校までひとっ飛び！
大坂の陣
～目指せ！TOKYOオリンピック～ 本格卓球練習機
障害物をさけるロボットカー
もぐらタッチ
スーパー地震マシーン
ほうき・かさがたおれない 長い物ストッパー
オートカウンターピンボール
Light meal vending machine
ドローンの製作
煌めきの一本 ～有効打突をLED点灯で示す方法について～
庭見はりロボット２号
くーるーなー
無人雨シェルター

校

名

習志野市立屋敷小学校
旭市立琴田小学校
匝瑳市立椿海小学校
大網白里市立大網小学校
千葉市立金沢小学校
多古町立久賀小学校
旭市立豊畑小学校
袖ケ浦市立昭和小学校
柏市立光ヶ丘小学校
流山市立新川小学校
酒々井町立酒々井小学校
大網白里市立大網小学校
松戸市立牧野原小学校
流山市立おおたかの森小学校
旭市立中和小学校
袖ケ浦市立昭和小学校
千葉市立美浜打瀬小学校
松戸市立牧野原小学校
富津市立飯野小学校
市原市立千種小学校
船橋市立金杉台小学校
船橋市立芝山西小学校
松戸市立相模台小学校
成田市立向台小学校
千葉市立稲毛中学校
千葉市立花園中学校
松戸市立金ケ作中学校
千葉市立打瀬中学校
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学年

１年
１年
１年
１年
２年
２年
２年
２年
３年
３年
３年
３年
４年
４年
４年
４年
５年
５年
５年
５年
６年
６年
６年
６年
１年
２年
２年
３年

氏

名

山﨑 蓮希
宇野澤媛舞
髙! 舞佳
戸邉 結子
坂本
凜
東間 愛由
川口 遥磨
吉田 涼汰
神田 渚那
村田 夏海
江島 一誓
前田 寛葵
阿部 勝男
飯盛 雄貴
菅谷梨々花
守
大雅
浅野
嶺
吉岡
渓
鴨田 侑奈
落合
尊
澤村諒汰郎
古川 開登
荒井 一輝
樋田
翔
奥田 新大
石谷 緑郎
西村 平万
崔
俊清

《奨励賞》
科 学 工 夫 作 品 名

もーるれーす
じ石と電池で走るリニア
ダンゴムシくんジャングルだっ出ゲーム
はっけよいのこった！ すもうロボ
ホバークラフト
もぐらたたきゲームVer.2
卓球上達マシン
らくらくワンプッシュゴミ箱
立つときに補助する椅子
楽譜めくり機

学

～虫だっ出ゲーム 3D-Ball～

校

名

千葉市立泉谷小学校
千葉市立幸町第三小学校
千葉市立草野小学校
千葉市立花園小学校
日出学園小学校
成田市立成田小学校
松戸市立常盤平中学校
袖ケ浦市立根形中学校
香取市立佐原中学校
千葉市立貝塚中学校

学年

１年
２年
３年
４年
５年
６年
１年
１年
２年
３年

氏

名

塙
毅
髙橋 功裕
久米村 暁
藍田 煌大
町田 幸大
石井 朝陽
林
匠馬
大岩 快斗
林
俊輔
武井 美夕

《佳作》
学

校

名

千葉市立千城台旭小学校
市川市立八幡小学校
野田市立柳沢小学校
市原市立若葉小学校
松戸市立梨香台小学校
柏市立柏第四小学校
我孫子市立並木小学校
印西市立西の原小学校
香取市立小見川東小学校
市原市立湿津小学校
柏市立光ヶ丘小学校
多古町立中村小学校
大網白里市立増穂北小学校
船橋市立大穴北小学校
大多喜町立大多喜小学校

学年

氏

１年
１年
１年
１年
２年
２年
３年
３年
３年
３年
４年
４年
４年
５年
５年

学

名

山口有希乃
輕森 奏介
染谷 利央
金谷 真人
山下 弓槻
世古 爽夏
武田 誠広
東
奏多
髙木 玲音
月川 明奏
石川 悠太
飯田 奏輝
有田想和子
木堂亜衣理
小林 莉奈

校

名

柏市立柏第五中学校
我孫子市立我孫子中学校
成田市立公津の杜中学校
木更津市立岩根西中学校
木更津市立木更津第二中学校
船橋市立前原中学校
印西市立西の原中学校
茂原市立茂原中学校
市原市立千種中学校

学年

１年
１年
１年
１年
１年
２年
２年
２年
２年

氏

名

末松 愛唯
大西 聡良
西
和花
江尻 竣亮
清水 大生
前島あかり
熊谷 京子
吉井 千真
落合
駿

《学校賞》（本作品展において，その出品数や受賞内容によって優秀な成績をおさめた学校に贈られます。）
学

校

名

千葉市立花園小学校

【第64回

〔特別賞〕

自作教具の部】
自 作 教 具 名

学

直線電流の磁界観察器

校

名

浦安市立美浜中学校

職名

教諭

氏

高橋

名

信好

《優秀賞》
自 作 教 具 名

学

電流回路・水流モデル
電流の流れている方向指示装置

校

名

職名

氏

名

富里市立富里南中学校

教諭

中村

一正

柏市立田中小学校

理科
支援員

上杉

光榮

《優良賞》
自 作 教 具 名

学

かんたん重力波

校

名

千葉県立松戸六実高等学校

職名

教諭

氏

名

舩田

優
啓爾

星座早見傘「かさのほしみさん」

富里市立富里南中学校

教諭

菊池

再現！マグデブルグの半球

千葉県立我孫子特別支援学校清新分校

教諭

鈴木竜太郎

ICTフル活用の校内樹木マップシステム

柏市立田中小学校
柏市立手賀西小学校
柏市立酒井根東小学校
柏市立柏第四小学校

理科
支援員

上杉
棚田
小林
栄祝

光榮
悟
美穂
正憲

科学論文，科学工夫作品，自作教具Ｗｅｂ公開
特別賞及び優秀賞を受賞した作品の写真を，千葉県総合教育センターのホームページから
◎メニュー ⇨ 学校支援/授業支援 ⇨ 「児童生徒・教職員科学作品展」で見ることができます。
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出品数及び受賞数一覧
第61回

科学論文の部

出品数

特別賞

優秀賞

優良賞

奨励賞

佳作

科学技術賞

入選

１

年

25

1

2

4

1

2

15

２

年

36

1

2

4

1

2

26

３

年

29

1

2

4

1

2

19

４

年

39

2

2

4

1

1

29

５

年

32

2

2

4

1

1

22

６

年

34

2

2

4

1

1

1＊

24

小学校計

195

9

12

24

6

9

1＊

135

１

年

41

2

2

4

2

1

２

年

56

2

2

4

1

4

３

年

22

2

2

4

1

2

中学校計

119

6

6

12

4

7

高等学校

21

6

2

4

0

335

21

20

40

10

小
学
校

中
学
校

合

計

30
1

43
11

16

1

84

0

9

2＊

228

＊科学技術賞の小学校の部については，優秀賞との重複受賞

第67回

科学工夫作品の部

出品数

特別賞

優秀賞

優良賞

奨励賞

佳作

入選

１

年

25

1

2

4

1

4

13

２

年

41

2

2

4

1

2

30

３

年

40

1

2

4

1

4

28

４

年

49

2

2

4

1

3

37

５

年

41

1

2

4

1

2

31

６

年

41

3

2

4

1

0

31

小学校計

237

10

12

24

6

15

170

１

年

34

2

1

1

2

5

23

２

年

31

2

0

2

1

4

22

３

年

8

1

1

1

1

0

4

中学校計

73

5

2

4

4

9

49

高等学校

0

0

0

0

0

310

15

14

28

10

小
学
校

中
学
校

合

第64回

計

0
24

自作教具の部

自作教具

出品数

特別賞

優秀賞

優良賞

入選

8

1

2

4

1

－ 62 －

219

全国展入賞者一覧

第54回全国児童才能開発コンテスト科学部門
１

全国連合小学校長会会長賞
「ゴーヤのつるの研究～５年間の研究で分かったこと～」
我孫子市立湖北台東小学校
２ 中央審査会委員長賞
「ぼくのおじぎ草 ｐａｒｔ６」
木更津市立金田小学校
３ 財団科学賞
「千葉県の砂浜の砂」
南房総市立三芳小学校

第61回日本学生科学賞
１

入選１等
「真珠づくりへの挑戦
「ウミホタルの光！Ⅱ

２

６年 船本

聖己

６年 三木

叶汰

４年 北鹿渡佑生

～ビーカーの中で真珠は出来るのか～」
千葉市立稲毛高等学校附属中学校 ３年 世古 瑞紀
－サンプル解析と発光実験－」
千葉県立生浜高等学校
チームピヨちゃん
代表 田中 悠誠

入選２等
「図形に張る石鹸膜の長さと面積の数学的予想と実証」
野田市立南部中学校
２年 中山 湖葵
３ 入選３等
「膜を用いた“海水淡水化”への挑戦～イオン分析による膜の性質の調査～」
千葉大学教育学部附属中学校
２年 藤堂 博仁
「ヨウ素時計反応の誘導時間を左右するもうひとつの要素」
千葉県立大原高等学校
２年 吉田 有佐
安東 里菜
「クロベンケイガニの生活史に関する研究」
千葉県立大原高等学校
生 物 部

第76回全日本学生児童発明くふう展
１

文部科学大臣賞
「さあ、どこに行く？ スロットマシン」 君津市立貞元小学校
２ 発明協会会長賞
「どっかん打ち上げ花火」
松戸市立殿平賀小学校
「カエール学園 応援団」
流山市立東部中学校
３ 日本弁理士会会長賞
「うち上げよう！ドーン！！ 万げきょう花火大会」
鎌ケ谷市立西部小学校
４ ＮＨＫ会長賞
「キセキのコンサート」
松戸市立第六中学校
５ 毎日小学生新聞賞
「測って計算電卓を作ろう ～電子工作×プログラミング～」
千葉市立花園小学校
６ 奨励賞
「お天気うらないゲッタくん」
木更津市立高柳小学校
「Ｉｔ’ｓ ａ ｓｍａｌｌ ｓｐａｃｅ ｗｏｒｌｄ」
市原市立有秋西小学校
「不思議な演奏ロボット」
香取市立小見川中央小学校
「シャクトリメジャー ～だいたいどれくらいかな？～」
旭市立海上中学校
７ 入選
「おばけやしき」
千葉市立小中台小学校
「くるくるスケート場」
千葉市立寒川小学校
「一歩一歩夢をかなえるゾウ」
千葉市立花園小学校
「映写機」
習志野市立鷺沼小学校
「いつでもどこでも頭だけの勉強部屋」 四街道市立吉岡小学校
「偏光板 魔法の鏡で見てみたら・・・光る氷の世界」
松戸市立小金小学校
「センサー付き自動米とぎ機」
千葉市立磯辺中学校
「３Ｄ－Ｃ（３Ｄカメラマン）＆３Ｄ－Ｐ（３Ｄパラパラ再生機）」
我孫子市立久寺家中学校
－ 63 －

１年 山本射富人
４年 笹﨑真有里
２年 藤田 瑞穂
３年 浅野

彰雲

３年 小栁

和季

６年 中澤

里菜

５年 大枝
６年 小倉
６年 平野

亜美
桃実
瑞葵

１年 新居

瑠偉

１年
２年
３年
４年
６年

濵野
香川
入野
廣瀬
安藤

健太
莉音
七瀬
美優
彩乃

６年 岩谷
１年 浅野

椛
崚

２年 野中

望央

一般公開「発表コーナー」発表者一覧
１日目：10月14日（土）来場者数：1,003名
部

作

品

タ

イ

ト

ル

学

校

名

学年

発表者氏名

真珠づくりへの挑戦
～ビーカーの中で真珠は出来るのか～
貝からの手紙
～水をきれいにする貝のけんきゅう～

千葉市立稲毛高等学校
附属中学校

３

世古

瑞紀

習志野市立鷺沼小学校

２

林

美希

作

おじいさん

大網白里市立大網小学校

１

戸邉

結子

論

ヨウ素時計反応の誘導時間を左右するも
うひとつの要素

千葉県立大原高等学校

２

吉田
安東

有佐
里菜

作

はっけよいのこった！すもうロボ

千葉市立花園小学校

４

藍田

煌大

論

カブトムシの研究③

松戸市立和名ケ谷小学校

３

山本

創結

論

鳥はなぜ飛び立てるのか Ⅱ
－鳥の足の動きについて－

流山市立南流山小学校

６

岡本

惇生

作

トレースロボット

八千代市立大和田南小学校

４

饗場

弦人

大網白里市立増穂小学校

６

川畑

春佳

館山市立神余小学校

４

栗原

天花

論
論

論
論

あそびにきたよ

ＧＮ１０型

大網白里市の蛾
２０１２年～２０１７年の記録
いえのまわりのアカハライモリ４
「皮膚の変化は天気の予測に利用できるのか」

論

この玉あてるとこの玉どうなる？

千葉市立小中台南小学校

１

吉野

壮真

論

水切りで遊び隊 水切りを調べ隊
～よく水を切るじょうけんと素材について～

旭市立豊畑小学校

４

宇井

凜桜

作

ふりこの授業で役立つ実験道具

千葉市立磯辺小学校

５

臼井

千佳

作

モーターシャーク

野田市立柳沢小学校

１

染谷

利央

論

Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ
構築

八千代市立大和田中学校

３

永江

倖弥

作

さあ、どこに行く？

君津市立貞元小学校

１

山本

射富人

作

非常用ライトマーク２

袖ケ浦市立蔵波小学校

３

斉藤

遼

論

クモの巣

習志野市立津田沼小学校

３

笹田

侑杜

論

色の不思議

松戸市立東松戸小学校

４

横山

加奈

論

夏野菜と植物の研究

野田市立七光台小学校

４

井野口

達矢

Ｐ i を用いた観察システムの
スロットマシン

パート２

（作：科学工夫作品の部

パート２

論：科学論文の部）

一般公開「発表コーナー」発表者
１日目 科学工夫作品の部 ７組 科学論文の部
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13組

計20組

２日目：10月15日（日）来場者数：1,076名
部

作

品

タ

イ

ト

ル

学

校

名

学年

発表者氏名

作

お祭りニャンコと花火大会

流山市立おおたかの森小学校

６

伴野

愛莉子

作

ネコのおさんぽ

流山市立おおたかの森小学校

１

伴野

愛菜

作

うち上げよう！ドーン！！
万げきょう花火大会

鎌ケ谷市立西部小学校

３

浅野

彰雲

論

すごいぞ！グリーンカーテン

松戸市立東松戸小学校

６

横内

優菜

論

水をこぼさないふたの開け方

成田市立玉造中学校

２

髙木

七穂

作

ふしぎないなかドライブ

八千代市立大和田西小学校

４

村松

泰地

論

膜を用いた“海水淡水化”への挑戦
～イオン分析による膜の性質の調査～

千葉大学教育学部
附属中学校

２

藤堂

博仁

作

映写機

習志野市立鷺沼小学校

４

廣瀬

美優

論

紫外線と上手に付き合う

千葉県立東葛飾中学校

２

山田

実季

作

ホバークラフト

日出学園小学校

５

町田

幸大

作

もぐらタッチ

富津市立飯野小学校

５

鴨田

侑奈

作

応援のウェーブ

流山市立新川小学校

３

村田

夏海

作

カエール学園

流山市立東部中学校

２

藤田

瑞穂

作

トレースロボット

八千代市立大和田南小学校

４

饗場

弦人

論

カイワレダイコンの重力屈性

成田市立玉造中学校

２

鈴木

友梨

論

わたしのうさぎ「ましろ」のかんさつ

君津市立周西小学校

１

西脇

四葉

論

ミミズの力２
～ミミズが土壌にもたらす影響について～

我孫子市立白山中学校

２

市地

瑛林

論

体温・脈拍の研究

千葉市立小中台南小学校

４

吉野

綾香

千葉市立草野小学校

３

久米村

鎌ケ谷市立東部小学校

５

浅井

作
論

応援団
ＧＮ１０型

ダンゴムシくんジャングルだっ出ゲーム
～虫だっ出ゲーム ３Ｄ－Ｂａｌｌ～
めざせエジソン
シャープペンシルの芯で電球を作れ

（作：科学工夫作品の部

論：科学論文の部）

一般公開「発表コーナー」発表者
２日目 科学工夫作品の部 11組 科学論文の部

－ 65 －

９組

計20組

暁
太希

１

平成29年度 千葉県児童生徒・教職員科学作品展実施要項

目的
県内の児童生徒の創意工夫に富んだ科学工夫作品及び自然科学の中で物理，化学，生物，地学に関
する研究や調査の科学論文，教職員の自作教具を展示するとともに，優秀な作品を表彰し，広めるこ
とにより，明日の千葉県の科学技術を担う人材の育成と科学技術教育の振興に資する。
２ 主催団体等
部

門

科学工夫作品の部（第67回）・科学論文の部（第61回）・自作教具の部（第64回）

主催団体

千葉県児童生徒・教職員科学作品展実行委員会
千 葉 県
千葉県教育委員会
千葉市教育委員会
千葉県教育研究会理科教育部会
千葉県高等学校教育研究会理科部会
一般社団法人千葉県発明協会

主

千葉県総合教育センター

管

後援団体

協賛団体

毎日新聞社千葉支局
一般社団法人千葉県商工会議所連合会
公益社団法人発明協会
千葉県高等学校文化連盟自然科学専門部会

読売新聞東京本社千葉支局
千葉県教職員組合
日本弁理士会関東支部千葉委員会

公益財団法人双葉電子記念財団
千葉工業大学

東邦大学
日本大学生産工学部

３

募集対象
県内の国立・公立・私立の小・中・義務教育・高等・特別支援学校の児童生徒による科学工夫作品，
科学論文及び県内の学区に勤務する教職員による自作教具。（以下，義務教育学校の前期課程を小学
校，義務教育学校の後期課程を中学校に読み替える。）
４ 出品要領
(1) 公立小・中学校（県立中学校を除く）の児童生徒の作品等については，各学校ごとに千葉県教育
研究会理科教育部会支部に出品し，各支部は定められた出品点数を千葉県総合教育センターに出品
する。
(2) 国・私立小・中学校，県立中学校，国・公立特別支援学校及び公・私立高等学校の児童生徒の作
品等については，校内審査を実施し，各学校ごとに定められた出品点数を千葉県総合教育センター
に出品する。
(3) 教職員の自作教具は，本人が直接千葉県総合教育センターに出品する。
５ 日程
(1) 出品受付・搬入 平成２９年 ９月２６日（火）
１２：００～１６：００
（千葉県総合教育センター科学技術棟）
(2) 一次審査
平成２９年１０月 ３日（火）
９：３０～１６：００
（千葉県総合教育センター科学技術棟）
(3) 事前審査
平成２９年１０月 ４日（水）～５日（木）
９：３０～１６：００
（千葉県総合教育センター科学技術棟）
(4) 最終審査
平成２９年１０月 ６日（金）
９：３０～１６：００
（千葉県総合教育センター科学技術棟）
(5) 展示・一般公開 平成２９年１０月１４日（土）～１５日（日） ９：３０～１６：００
（千葉県総合教育センター大ホール）
※ 出品者は展示・一般公開で自分の作品を解説することができる。
(6) 作品返却
平成２９年１０月１６日（月）
１３：３０～１５：００
※ 搬入時に申し出れば，９：３０～１２：００にも返却する。
（千葉県総合教育センター大ホール）
(7) 表彰式
平成２９年１１月 ８日（水）
１０：００～１１：３０
（千葉県総合教育センター大ホール）
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６

賞の種類及び数
科 学 工 夫 作 品 の 部
千葉県知事賞
２（小１，中・高１）
千葉県教育長賞
２（小１，中・高１）
特 千葉市教育長賞
２（小１，中・高１）
千葉県教育研究会理科教育部会長賞
１（小・中１）
千葉県高等学校教育研究会理科部会長賞
別
１（高１）
発明協会会長奨励賞
１（小・中・高１）
千葉県発明協会会長賞
１（小・中・高１）
賞 千葉県総合教育センター所長賞
２（小１，中・高１）
毎日新聞社千葉支局長賞
１（小・中・高１）
千葉県教職員組合中央執行委員長賞
１（小・中１）
千葉県商工会議所連合会会長賞
１（小・中・高１）
日本弁理士会関東支部千葉委員会委員長賞
１（小・中・高１）
優秀賞 １４（小12，中・高２）
優良賞 ２８（小24，中・高４）
奨励賞 １０（小６，中・高４）
佳作 ２０程度（小・中20）
入選 ２５０（小・中・高250）
学校賞
１（小１）

科 学 論 文 の 部
自作教具の部
千葉県知事賞
千葉県知事賞 １
３（小１，中１，高１）
千葉県教育長賞
３（小１，中１，高１）
千葉市教育長賞
３（小１，中１，高１）
千葉県教育研究会理科教育部会長賞
２（小１，中１）
千葉県高等学校教育研究会理科部会長賞
１（高１）
千葉県発明協会会長賞
１（小１）
千葉県総合教育センター所長賞
３（小１，中１，高１）
読売新聞社賞
１（小１）
千葉県教職員組合中央執行委員長賞
１（小１）
千葉県教育研究会理科教育部会長奨励賞
２（小１，中１）
千葉県高等学校教育研究会理科部会長奨励賞
１（高１）
優秀賞 ２０（小12，中６，高２） 優秀賞
優良賞 ４０（小24，中12，高４） 優良賞
奨励賞 １０（小６，中・高４）
佳作 ２０程度（小・中20）
入選 ２２０（小・中・高220）
入選
学校賞
１（小１）
科学技術賞

２
４
１０

２（小・中・高２）

日本学生科学賞千葉県審査最優秀賞
１２（中６，高６）
日本学生科学賞千葉県審査優秀賞
２４（中18，高６）
※

一次審査では，小・中学校の科学工夫作品の部と科学論文の部について，最終審査に推薦するも
のを，各学年１０作品程度決定する。
※ 最終審査に推薦された小・中学校の科学工夫作品及び科学論文については佳作以上の賞を与える。
※ 科学技術賞は，生命科学・物質科学分野等の新しい観点から，社会で役立つような優れた研究を
顕彰する。（既存の賞とは別枠とし，特別賞等との重複授与も可とする。）
※ 日本学生科学賞千葉県審査最優秀賞及び優秀賞は科学論文の部で中・高等学校の特別賞，優秀賞
及び優良賞を受賞したものに与える。
※ 全国展について
次の受賞作品は，それぞれの全国展への出品候補となる。
① 科学論文の部（小学校）：全国児童才能開発コンテスト科学部門
・千葉県知事賞１点 ・千葉県教育長賞１点 ・千葉市教育長賞１点
（参考）全国児童才能開発コンテスト応募規則
他のコンテストに応募していないものに限ります。
② 科学論文の部（中・高等学校）：日本学生科学賞研究部門
・日本学生科学賞千葉県審査最優秀賞１２点
（参考）日本学生科学賞応募上の注意
同じ研究作品を，高校の部では高校生科学技術チャレンジ（JSEC），中学の部では自然科学
観察コンクールなどの全国規模のコンクールと重複して応募することはできません。この事実
が判明した場合，失格になる可能性があります。
③ 科学工夫作品の部（小・中・高等学校）：全日本学生児童発明くふう展
・特別賞１６点 ・優秀賞１４点
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審査員名簿（一次審査）
山中

博信

鋸南町立鋸南小学校

本宮

淳平

鎌ケ谷市立北部小学校

井手亜紀子

習志野市立東習志野小学校

新福

沙織

船橋市立八栄小学校

池田

周平

船橋市立若松小学校

野村

保江

佐倉市立南志津小学校

長尾

知美

東金市立鴇嶺小学校

近藤

泰成

松戸市立柿ノ木台小学校

秋保

佳弘

木更津市立波岡小学校

渡邉

耕一

白子町立南白亀小学校

伊橋

辰弥

成田市立成田小学校

松井

優太

浦安市立舞浜小学校

金子

周平

千葉市立大森小学校

渡辺

智司

旭市立共和小学校

有川奈穂美

柏市立田中小学校

藤平

健太

大多喜町立大多喜小学校

永山

俊介

流山市立江戸川台小学校

伊藤

潤

船橋市立大穴小学校

奥村

敬治

市川市立新井小学校

村岡

大地

柏市立酒井根小学校

水田

裕一

銚子市立本城小学校

春名

拓也

習志野市立東習志野小学校

岩村

章嗣

浦安市立入船小学校

米野

淳

石渡

哲朗

君津市立北子安小学校

山田

和幸

千葉市立院内小学校

兼子

稔

千葉市立宮崎小学校

梅田

大樹

富津市立環小学校

印西市立西の原小学校

谷

直哉

布施学校組合立布施小学校

神明

一子

流山市立鰭ヶ崎小学校

釜蓋

卓也

八千代市立村上東小学校

小倉

健司

市原市立国分寺台西小学校

根本

英樹

市原市立千種小学校

曽根

庄

千葉市立幕張西小学校

坂本

文則

四街道市立栗山小学校

石井

孝行

横芝光町立東陽小学校

福田

陽

千葉市立新宿小学校

小島

実

峯尾優太郎

船橋市立坪井小学校

吉井

恵里

木更津市立真舟小学校

山地

雅宏

松戸市立殿平賀小学校

大山

大輔

市川市立若宮小学校

越川

晴允

我孫子市立高野山小学校

安藤

好靖

館山市立北条小学校

野村

隆之

茂原市立東郷小学校

山口

民

松戸市立六実中学校

草野

優樹

香取市立佐原小学校

浪川

和弘

銚子市立銚子中学校

須賀

浩

流山市立南部中学校

吉本

一紀

千葉市立小中台中学校

日根

昌紀

木更津市立木更津第二中学校

佐瀬

貴弘

大網白里市立大網中学校

高宮

伸悟

船橋市立八木が谷中学校

月永万梨恵

柏市立大津ヶ丘中学校

森

孝行

芝山町立芝山中学校

川島

悠司

勝浦市立勝浦中学校

森下

康彦

白井市立七次台中学校

梅

建

野田市立関宿小学校

髙橋

博代

千葉市立緑が丘中学校

君塚

安弘

茂原市立本納中学校

末森

知博

大多喜町立大多喜中学校

南

理子

浦安市立浦安中学校

厚美加那子

市川市立高谷中学校

佐藤

祐一

千葉市立川戸中学校

三瓶駿太郎

柏市立逆井中学校

若狭

昌臣

印西市立印西中学校

泰原

浩

市原市立五井中学校

吉澤

博

吉原

尚寛

銚子市立第五中学校

伊東

由美

成田市立玉造中学校

堂口

大地

松戸市立小金中学校

佐久間亮成

君津市立亀山中学校

伊原

博音

習志野市立第三中学校

小暮

一帆

船橋市立坪井中学校

野辺

鉄也

香取市立瑞穂小学校

國吉

浩二

市原市立湿津中学校

高山

大樹

八千代市立村上小学校

森田

圭介

我孫子市立久寺家中学校

山崎由里恵
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印西市立滝野小学校

習志野市立第六中学校

市川市立第八中学校

審査員名簿（最終審査）
加藤 徹也
岩原 浩之
船山 桂一
小早志昭夫
近間 真澄
加藤 義博
小島 邦夫
栗和田 耕
坂井 誠一
椙村 一郎

千葉大学教育学部
千葉市立こてはし台小学校
柏市立田中小学校
香取市立瑞穂小学校
千葉県商工労働部産業振興課
日本弁理士会関東支部
鎌ケ谷市立東部小学校
千葉市立花島小学校
八千代市立八千代台小学校
一般社団法人
千葉県商工会議所連合会
村上 恒和 千葉県総合教育センター
佐々木 猛 四街道市立吉岡小学校
渡邊 洋陽 千葉市立本町小学校
白川 啓元 富津市立飯野小学校
唐木田貴弥 公益社団法人発明協会
発明奨励グループ
永野 真仁 千葉県総合教育センター
新井 嘉晴 習志野市立第一中学校
相内
守 千葉市立千城台南中学校
須賀 伸吾 千葉県立現代産業科学館
古市 利行 千葉県総合教育センター
額賀 敏行 木更津市立鎌足中学校
川又 和也 市川市立下貝塚中学校
鶴岡 利明 大多喜町立西中学校
町田
洋 千葉県立柏高等学校
三輪
寛 一般社団法人千葉県発明協会
小林 信弥 流山市立南流山中学校
小川 厚生 長柄町立長柄中学校
坂野 直人 千葉県立佐倉南高等学校
千代﨑聖史 毎日新聞社千葉支局
玉井 敏雄 銚子市立銚子第三中学校
山本 正之 印西市立船穂中学校
實原 康介 千葉県立佐倉高等学校
鈴木 章史 千葉市教育委員会
学校教育部教育指導課
沼田 正信 佐倉市立西志津小学校
林
秀行 千葉市立平山小学校
松本俊一郎 鴨川市立東条小学校
福中 義宏 千葉県総合教育センター
村松 伸弘 船橋市立薬円台小学校
今橋 惠一 松戸市立常盤平第三小学校
桑垣 英夫 千葉県総合教育センター

作田
熊代
荒川
鈴木
山川
藤江

松戸市立高木第二小学校
千葉市立弁天小学校
千葉県立流山高等学校
山武市立日向小学校
千葉市立轟町小学校
千葉市教育委員会
学校教育部教育支援課
比良田基文 市原市立国分寺台東小学校
三神
陽 千葉県立柏井高等学校
中村 孝幸 千葉県教育庁教育振興部指導課
福山 誠一 浦安市立浦安小学校
田中 浩紀 千葉県立四街道高等学校
黒川 健二 千葉県総合教育センター
酒井 康弘 東邦大学理学部
三野 弘文 千葉大学国際教養学部
渡邉 英夫 千葉市立こてはし台中学校
大和地伸雄 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校
川嶋 孝之 千葉県立長生高等学校
眉山 俊裕 千葉県総合教育センター
中村 将志 千葉大学大学院工学研究科
箱石 博昭 市原市立国分寺台中学校
古川 知己 千葉県立鎌ヶ谷高等学校
渡邉 千知 千葉県立船橋古和釜高等学校
簾
雄太 千葉県立千葉南高等学校
長谷川雅美 東邦大学理学部
斎木 健一 千葉県立中央博物館
渋江 俊雄 東京学館高等学校
新谷 直人 千葉県立千葉南高等学校
小口 祐司 千葉市教育委員会
学校教育部教育指導課
高橋 直樹 千葉県立中央博物館
大坊 孝志 八街市立八街中央中学校
沼田 知紘 千葉県立千葉工業高等学校
座間
勉 千葉県立我孫子高等学校
森
昭雄 読売新聞東京本社千葉支局
伊藤
稔 東京理科大学
教育支援機構教職教育センター
平塚 健一 千葉工業大学工学部
野村 浩司 日本大学生産工学部
佐藤 常雄 キッコーマン株式会社知的財産部
三井
昭 旭化成株式会社
高機能ポリマー事業本部
技術開発総部ザイロン技術開発部
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晃一
悟
英治
政之
直亮
博厚

「わくわく自由研究」実施報告
千葉県では，子どもたちが取り組んだ理科の自由研究の中から，優れた科学工夫作品，
科学論文を一堂に集めて『千葉県児童生徒・教職員科学作品展』を実施しています。これ
らの作品の中から，特に優れた作品を各種全国展（全国児童才能開発コンテスト科学部門，
日本学生科学賞研究部門，全日本学生児童発明くふう展）に出品し，毎年高い評価を得て
います。
これまで，自由研究に取り組む熱心な子どもたちのために，「わくわく自由研究」を平
成17年度より実施してきました。平成29年度も「わくわく自由研究」として次の３つを行
いました。理科の自由研究に向けて，科学工夫作品の工夫の仕方や科学論文のまとめ方な
どを，「自由研究相談会」を通してアドバイスしました。また，自由研究の楽しさを体感
してもらえるように，「自由研究パワーアップ教室」や「ものづくりパワーアップ教室」
を開催しました。

１ 自由研究相談会
期 日
会 場
参加者
講 師
内 容

平成29年６月24日（土）
千葉県総合教育センター 科学技術棟１階（３室）
児童及び保護者14組
千葉県総合教育センター所員
児童が関心をもっていることを自由研究に結びつける方法や，自由研究を進
める上での計画の立て方など，さまざまな相談に応じました。

２ 自由研究パワーアップ教室

自由研究相談会の様子

期 日
会 場
参加者
講 師
内

平成29年７月１日（土）
東邦大学理学部
児童及び保護者18組
東邦大学理学部 教授 酒井 康弘
東邦大学理学部 教授 長谷川雅美
容 児童及びその保護者が，自由研究の進め方や
論文のまとめ方を学ぶとともに，科学の探究の
楽しさについて体験しました。実際に観察実験
を行い，結果のまとめ方から考察の仕方までを
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ガイダンスの様子

学びました。また，自由研究のテーマの見つけ
方のコツやポイントを大学の先生に教えていた
だきました。
・生き物班「アリの社会と行動について」
アリの社会や行動の様子を，アリの餌を用い
て大学構内で観察しました。数種類のアリがど
のような場所に生息し，どのような社会を築い
ているかを調べました。
・物理班「お湯の温度変化について」
お湯の冷め方について，温度や時間を計測し
て考察しました。お湯の入った容器の種類を変
えるとどうなるかについて測定結果をグラフに
表したりして調べました。
≪教えていただいたポイント≫
○研究課題の見つけ方
○観察・実験の方法，データ処理の仕方
○科学論文の書き方，まとめ方

アリの社会と行動調べ

お湯の温度変化調べ

３ ものづくりパワーアップ教室
期 日
会 場
参加者

講
内

平成29年７月22日（土），23日（日）
さわやかちば県民プラザ
「ぜんまいプロカム」に挑戦 児童及び保護者14組（親子講座）
「万華鏡」に挑戦
児童26名
「紙工作」に挑戦
児童36名
師 山崎教育システム社員
千葉県総合教育センター所員
容 児童がものづくりを通して科学工夫作品の工夫
の仕方を楽しく学びました。

・「ぜんまいプロカム」に挑戦
ぜんまいを動力にして，進行方向を制御するカ
ム機構を使った「ぜんまいプロカム」を製作しま
した。製作後，チップを組み合わせてプログラミ
ングし，指定されたコースを走行させました。
・「万華鏡」に挑戦
分光シートと紙コップを使って，簡易な万華鏡
を製作しました。光穴や色づけを工夫し，光の様
子を観察して楽しみました。製作後は，身近なも
ので作れる科学工夫作品を製作しました。
・「紙工作」に挑戦
磁石やゴムなど身近な材料を使って，「パタリ
ン魚」，「カエルのヨーヨー」，「偏光万華鏡」を製
作しました。製作後は磁石やゴムによる動きの変
化や光の変化を楽しみました。
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ぜんまいプロカムに挑戦

万華鏡に挑戦

紙工作に挑戦

〔事務局〕
千葉県総合教育センター
カリキュラム開発部

部

長

豊城

勲

科学技術教育担当

加藤

雅博

相場

俊秀

丸田

峰登

勝田

秀樹

伊藤

英希

岡田

一人

佐藤理惠子

平成29年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展
第61回
第67回

科
科

第64回

自

学
論
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作

教

文
の
作 品 の
具

の

平成30年３月10日
編集発行者

行

所

部
発

優秀作品選集
行

千葉県児童生徒・教職員科学作品展実行委員会
委員長

発

部
部

岩 原

浩

之

千葉県児童生徒・教職員科学作品展実行委員会事務局
千葉県総合教育センター
〒261-0014 千葉市美浜区若葉2-13

TEL ０４３（２７６）１１６６
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有限会社 ワード
〒261-0002 千葉市美浜区新港116-1

TEL ０４３（２４３）３０００

表紙デザイン

グラフィックデザイナー 飯沼佐和子
平成７年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展において，
千葉県立安房高等学校生物部員として千葉県教育長賞を受賞

