
令和２年度堺市学校理科展覧会 小学校の部 優秀賞受賞作品 
※学校名・学年は受賞当時のものです。 

堺市立家原寺小学校２年生 

「ミツバチのしゅっきん時間」 

（全国児童才能開発コンテスト出品 財団科学賞受賞） 

 

ある日ミツバチのたいぐんがわが家にや

ってきました。おばあちゃん家のうら山に

つれていって、かいはじめました。そのミ

ツバチのかんさつをして、およそ数千ひき

のミツバチが何時にどのくらいはたらき

に出かけるのかを、しらべることにしまし

た。 

 

 

 

堺市立向丘小学校２年生 

「うちのにわのざっ草図かん＆ざっ草レシピ」 

 

家にあるざっ草の押し花を作りました。写

真を撮って図鑑で名前を調べました。図鑑

に食べられると書いてあった雑草のレシ

ピを調べ、実際に食べてみました。 

 

 

 

 

 

 

堺市立福泉上小学校２年生 

「ドングリをさがそう！」 

 

ドングリあつめをしました。ドングリを見

わけられるように、①かくと（ぼうし） 

②実 ③葉 に注目してまとめました。 
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堺市立大泉小学校２年生 

「赤ちゃんザリガニをそだてたい」 

 

 

学校の生活科の学習で、1年生の時に大泉

緑地にザリガニつりに行きました。それか

ら約一年間、毎日観察を続けてきた記録と

標本です。 

 

 

 

 

 

 

堺市立泉北高倉小学校２年生 

「ボトモッキル」 

 

この楽器の一番大切なポイントは「栓」で

す。ボトルをたたいて音をしらべる実験を

何回もして、空気がぬけていないかをたし

かめながら作りました。がんばって作った

自まんの「ボトモッキル」をたくさんの人

が楽しんでくれるとうれしいです。 

 

 

 

 

堺市立はるみ小学校２年生 

「いろいろ糸でんわ」 

 

糸でんわのざいりょうを変えると、きこえ

方が変わるのか知りたくなりました。①紙

コップの大きさ ②形 ③ざいりょう ④糸

のしゅるい ⑤糸の本数 ⑥人数 ⑦曲げる

と？ ⑧糸の長さ をいろいろかえて、きこ

え方のちがいをしらべました。 
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堺市立東百舌鳥小学校３年生 

「星座リウム」 

 

星座をつくっている星たちはきれいにな

らんでいるように見えて、本当のきょりは

バラバラです。この作品は、地球から見え

る形と実さいのいちを自分で作ることが

できます。また、星うらないの１２星座と

有名な星座を作ることができます。 

 

 

 

堺市立登美丘西小学校３年生 

「クモのふしぎ－コガネグモたちとぼくの３０日間－」 

特別賞 大阪府立大学長賞受賞 

（全国児童才能開発コンテスト出品 全国都道府県教育長協議会会長賞受賞） 

 

畑のコガネグモと周りのクモをかんさつ

しました。コガネグモとジョロウグモは、

エサをつかまえ、一しゅんで糸をまき、動

けなくしました。かみついて、とかして食

べることも分かりました。コガネグモは、

カ、バッタ、大きなセミまで食べました。

また、クモによって、すの形がちがい、三

重あみのジョロウグモもいました。 

 

 

堺市立赤坂台小学校３年生 

「なめくじをさがせ３」 

（全国児童才能開発コンテスト出品 全国連合小学校長会会長賞受賞） 

 

なぜ、なめくじは夜になるとかべにのぼる

のか？朝になると、どこへ行ってしまうの

か？かんさつや実けんをして、たしかめま

した。 
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堺市立平尾小学校３年生 

「アゲハチョウのすきな食草調べ」 

 

家にある 7種類のミカン科植物のうち、ユ

ズの木だけに毎年たくさんのアゲハチョ

ウのよう虫がいることが不思議に思い、そ

の理由を知りたいと思いました。実験の結

果、ナミアゲハの幼虫はユズの葉を好んで

食べること等がわかりましたが、新たな疑

問も出てきました。今後は、家にないミカ

ン科植物を育て、実験や観察を続けていき

たいです。 

 

堺市立美原北小学校３年生 

「自動水やりき 雨ふりお知らせ きのうつき」 

特別賞 毎日新聞社賞受賞 

 

朝６時と夕方６時になると、時計のはりを

通して電気がながれ、クランクギヤが動き

出して、水そうの「せん」をぬき、水が出

ます。また、雨がふるとセンサーがとけて、

おもりが落ちてアラームがお知らせして

くれます。 

 

 

 

 

堺市立さつき野小学校３年生 

「ブリッジをしている時のせぼねの仕組み」 

 

私はおふろにはいった後、ブリッジあるき

をします。そこで、せぼねについて調べる

ことにしました。 
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はつしば学園小学校３年生 

「みんな水をたべている？！」 

 

自しゅく中に乾物を使って料理をした時、

乾物がいつも見ている姿とちがうことに

びっくりしました。そこで、食物にふくま

れる水分について調べました。また、人の

体の水分についても調べました。 

 

 

 

 

 

堺市立金岡小学校４年生 

「くさい臭いをとりたい～Мｙ 脱臭機製作～」 

 

トイレや車のくさい臭いを消したかった

ので、炭と活性炭を使って実験しました。

結果は活性炭の方が脱臭力が強い結果に

なりましたが、活性炭を設置するだけでは

広い空間での効果が分かりませんでした。

そこで、活性炭に風で臭いを送る脱臭機を

製作し、脱臭効果を強めました。 

 

 

 

堺市立金岡南小学校４年生 

「生きる＝防災力を身につけよう」 

 

今年は新型コロナウイルス感染症が世界

中に広がり、今もおさまっていません。こ

の人類のききを体験し、今後にやく立つ防

災力を身につけたいと考えました。まだま

だとりくまなければならないたくさんの

防災があるので、一生のか題としていきた

いです。 
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堺市立南八下小学校４年生 

「野菜の観察記録」 

 

学校が休みの間から庭で育てていた野菜

の観察記録をまとめました。イチゴ、ミニ

トマト、ナス、ピーマン、枝豆、トウモロ

コシ、キュウリとおまけにドングリについ

てまとめています。  

 

 

 

 

 

堺市立八下西小学校４年生 

「麺がのびるってどういうこと？」 

 

麺がのびるのはどういう事なのかを調べ

ました。水やお湯につけた麵を切れないよ

うにならべて長さを測るのが、むずかしか

ったです。 

 

 

 

 

 

 

堺市立東三国丘小学校５年生 

「いそ観察 ウミウシって、どんな生き物？」 

 

いそで捕まえたウミウシを家で飼い、生態

を観察しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２年度堺市学校理科展覧会 小学校の部 優秀賞受賞作品 
※学校名・学年は受賞当時のものです。 

堺市立東三国丘小学校５年生 

「～災害時の停電をなくせ！～電線をつながなくても電気が使える研究」  

特別賞 堺科学教育振興会長賞受賞 

（大阪府学生科学賞出品 大阪府知事賞受賞） 

 

４年生の理科で、電流の働きについて学習
しました。家にあるスマートフォンを上に
置くだけで充電できる充電器を見て、どう
して線がつながっていないのに充電でき
るのだろうと思い、興味がわきました。そ
の仕組みを調べると、電線をつながずには
なれたところに電気を飛ばして使うこと
ができるのではないかと思い、昨年の秋か

ら実験を始めました。 

堺市立上野芝小学校６年生 

「すべるには？すべらないには？」 
（大阪府学生科学賞出品 堺市教育委員会賞受賞） 

 

ソフトボールのスライディングの練習を

している時に、うまくすべることができま

せんでした。そこですべりやすい素材とす

べりにくい素材を調べ、どうすればすべる

スピードが増すかを調べました。 

堺市立家原寺小学校６年生 

「クラゲ水族館 クラゲ標本のブラックライトでの展示」 

特別賞 朝日新聞社賞受賞 

（大阪府学生科学賞出品） 

 

夜のさん橋の照明にクラゲが集まってい

るのを見て、その光景を再現するためにク

ラゲを標本にし、ライトアップして神秘的

なクラゲの水族館を作ってみようと思い

ました。きれいな標本を作る方法としてゼ

リー液を使用し、またビタミン Cで標本の

変色を防ぐ方法を見つけ、それらを組み合

わせた結果、きれいな色のまま保存するこ

とができました。さらにブラックライトを

使用し、より神秘的な展示になるよう工夫

しました。 
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堺市立五箇荘東小学校６年生 

「私だけの水栓レバー」 

 

学校や公園にある蛇口は、腕で閉められる

タイプや自動で水が出ないハンドルタイ

プなので、閉めるときに手が触れてコロナ

ウイルスなどに感染する場合があります。

そこで感染を防止するために、費用のあま

りかからないレバーの代わりになるもの

を考えて作り、ハンドルタイプの蛇口につ

けました。 

 

 

堺市立中百舌鳥小学校６年生 

「芦ヶ池の水質浄化～ろ過とタニシで水はきれいになるのか～」 

特別賞 産経新聞社賞受賞 

（大阪府学生科学賞出品 堺市教育委員会賞受賞） 

 

４年生の時に仁徳天皇陵古墳の堀の水は

どこから来ているのかを調べ、「芦ヶ池」

のことを知り、５年生で芦ヶ池の水がどの

くらい汚れているのかをパックテストで

調べました。今年はその水をどうすればき

れいにできるのかを考え、ろ過装置とタニ

シを使って水質浄化実験をしました。 

 

 

堺市立日置荘西小学校６年生 

「強いポイを作る！ ～水に強い紙を見つける～」 

 

水に強いポイを作ろうと思い、家にある紙

を探して、色々と比べてみました。紙の違

いを顕微鏡で観察し、水のしみこみ方の違

い、ぬれた状態での強さの違いを調べまし

た。最後に一番強いポイを作りました。 
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堺市立野田小学校６年生 

「おそうじロボット！『清潔（きよきよし）』」 

 

仕事をして役に立つことを目標にした働

くロボットを作りました。工夫した点は、

①キャタピラで移動する ②目が光る ③

体の中にそうじ道具が収納できる ④物を

つかむことができる ことです。 

 

 

 

 

 

堺市立三原台小学校６年生 

「紙飛行機飛べ！飛べ！大作戦」 

（大阪府学生科学賞出品） 

 

よく飛ぶ紙飛行機をつくるために、STEP１

で紙の材質を確かめ、STEP２で折り方を確

かめました。さらに、STEP３で紙の大きさ

を確かめました。どんな紙の材質で何ｃｍ

×何ｃｍの紙からどんな折り方をすると

紙飛行機がよく飛ぶのかを調べました。 

 

 

 

 

堺市立泉北高倉小学校６年生 

「決戦！ぶつかり合う大気の勢力争い」 

 

私は前線について興味を持ち、研究をして

みようと思いました。水や空気を用いて前

線の成り立ちを調べ、実験結果を分かりや

すくするために、立体的な模型を作りまし

た。 
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堺市立美木多小学校６年生 

「ゆきやわたがしき」 

 

身近なお祭りでよく見る綿菓子機を、空き

缶で作りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

はつしば学園小学校６年生 

「地震の縦揺れと横揺れを発生させる装置を使った「石場建て」の強度の実験」 

 

実際の地震のような揺れ（縦揺れと横揺

れ）をプログラミングを使って再現しまし

た。日本の伝統工芸である「石場建て」は

地震に強いと言われています。そこで「石

場建て」の模型をつくり、自作の地震発生

装置で強度を調べる実験を行いました。 

 

 

 

 


