
令和３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。 

堺市立浅香山小学校１年生 

「てぃっしゅもとどおりだいさくせん！！」 

特別賞 大阪府立大学長賞受賞 

 

せんたくしてしまったてぃっしゅが、

どうしたらもとにもどるのかをしらべ

ました。 

 

 

 

 

 

 

堺市立桃山台小学校１年生 

「あさがおのかいか と あさがおりょうり」 

（全国児童才能開発コンテスト出品） 

 

あさがおのさくところをみてみたいと

おもって、かんさつしました。はながき

れいでおいしそうだったから、たべら

れるかしらべて、りょうりしてたべま

した。 

 

 

 

 

 

堺市立若松台小学校１年生 

「かまきりのうかふぜん」 

 

そだてていたカマキリがうかをしたけ

ど、しっぱいしてしまったことをかき

ました 
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堺市立新湊小学校３年生 

「フルーツの祭典 ゼリーンピック！」 

 

夏にはおいしいフルーツがたくさんあ

ります。でも、どんなフルーツでもゼリ

ーにできると思ったら大まちがいで

す。 

みんなゼリーにするにはどうしたらい

いか、いろいろ実けんして、やっとでき

ました。 

 

堺市立上野芝小学校３年生 

「石の大けんきゅう～石をさがしまくって分るいしてみた～」 

 

石は、でき方でいろいろなしゅるいに

分るいされます。たくさんのしゅるい

を発見するために、いろいろなところ

で石をさがして分るいしました。にた

ような石を分るいするのは、ほんとう

にむずかしかったです。 

  

 

 

堺市立家原寺小学校３年生 

「さわれるひょう本づくりにちょうせん グリセリンちかんほう」 

特別賞 堺市教育委員会賞受賞 

（大阪府生徒児童発明くふう展出品 発明協会会長奨励賞受賞） 

 

魚貝るいのひょう本を理科展のてんじ

で見たことがなかったので、グリセリ

ンを使って作りました。アルコールし

ょりをしたものとしなかったものとで

どんなちがいがあるかもくらべてみま

した。 
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堺市立平岡小学校３年生 

「カブトムシを捕まえる条件」 

 

ぼくにとって、カブトムシを捕まえる

ことはかんたんではありません。どう

したら捕まえられるのか、色々な所へ

足を運んで、何度も失敗することで、条

件をまとめることが出来ました。 

 

 

 

 

 

 

堺市立日置荘小学校３年生 

「トマトのかんさつ」 

 

形のかわったトマトを育てられると聞

いて、ハートがたのトマトを育てまし

た。育てていくうちに、どのトマトが甘

いのかを知りたくなり、とうど計を使

って、１８１このとうどを調べました。 

 

 

 

 

 

堺市立登美丘西小学校３年生 

「めざせ８０２０ 虫歯０大作せん！！」 

 

８０才になっても２０本以上の元気な

歯でいるために、虫歯０にするために

はどうすればいいのかを調べました。

のみ物で虫歯になるのか、犬の歯を使

って実験しました。 
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堺市立はるみ小学校３年生 

「はるみ小周辺の外来種 VS在来種」 
（全国児童才能開発コンテスト出品 中央審査会委員長賞受賞） 

 

はるみ小周辺で見られる植物や生き物

の外来種の割合、多く見られる環境を

調べ、在来種をうまく守るにはどうす

れば良いのかを考えました。クビアカ

ツヤカミキリがどれくらいのさくらの

木を食べてしまっているかを調べ、繁

殖力の強さに驚きました。 

 

 

 

堺市立新檜尾台小学校３年生 

「プラスチックを調べて知った『今までとこれから』」 

 

海でプラスチックのかけらを見つけ、

自ぜんに分解されないことを知り、不

安になってさらに調べたところ、３０

年前から自ぜんに分解されるプラスチ

ックがあることを知り、研究しました。 

 

 

 

 

 

 

堺市立鳳小学校４年生 

「ため池にホタルをもどす大作戦（住処準備編）」 

 

家の横に池があり、昔ホタルがいたと

聞きました。この池にホタルがもどっ

てきたらいろいろな人がうれしくなる

と思い、ホタルをはんしょくさせる研

究をはじめました。 
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堺市立西百舌鳥小学校４年生 

「電気を使わずにわたがしを作ろう！」 

（大阪府生徒児童発明くふう展出品 大阪商工会議所会頭賞受賞） 

 

今年も屋台のわたがしが食べられそう

にないので、自分たちで作ることにし

ました。古代人の火おこし器を利用し

て、電気を使わない手動式わたがし機

を完成させました。できたわたがしは

とてもおいしかったです。 

 

 

堺市立東百舌鳥小学校４年生 

「ISS ドッキングオペレーション」 

（大阪府生徒児童発明くふう展出品 奨励賞受賞） 

 

宇宙船型フォークリフトを自分でそう

作して、太陽電池モジュールやほきゅ

う船「こうのとり」のドッキングにチャ

レンジしました。これから旅行で行け

るようになるかもしれないＩＳＳへの

行き方や生活も調べました。 

 

 

 

堺市立登美丘西小学校４年生 

「クモのふしぎパートⅡ アシダカグモとアダンソンハエトリたち」 

 

はいかい性のクモの生たい、エサのつ

かまえ方や食べ方を調べ、ぞうもう性

のクモと比かくしました。ふつうはす

をつくらないアダンソンハエトリのす

や、だっ皮し、切れた足が新しく生えた

が死んでしまったアシダカグモをひょ

う本にしました。 
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堺市立野田小学校４年生 

「ほしいものが自動で出てくるマイクロビットふで箱」 

特別賞 毎日新聞社賞受賞 

（大阪府生徒児童発明くふう展出品 大阪府知事賞受賞） 

（全日本学生児童発明くふう展出品 入選） 

 

ほしいものだけを、スイッチをおして

とりだせるふで箱です。プログラミン

グでマイクロビットをそうさし、モー

ターなどを動かせることを知り、身近

なものをプログラミングで便利にしよ

うと思いました。 

 

 

 

 

堺市立三原台小学校４年生 

「最強のテントはどれだ！？」 

 

プールサイドにいろいろなテントがあ

ったので、どのようなタイプのテント

が一番すずしいのかを調べました。 

 

 

 

 

 

 

 

堺市立泉北高倉小学校４年生 

「紙の性しつ調べと色のふしぎ」 

 

雨にぬれて読めなくなったハガキを見

て、紙の性しつを調べました。さらに、

ペーパークロマトグラフィーを使った

色の分り実けんで色について研究しま

した。研究成果を応ようして、花火をか

いたＴシャツを作りました。 
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堺市立はるみ小学校４年生 

「理想の紙吹雪」 

 

きれいにまう紙吹雪の条件を見つける

研究です。紙の種類や大きさ、形を変え

た紙吹雪を作り、天井から落ちる時間

と、中心から落ちた距離を調べました。

長い時間をかけてたくさん回転する

と、きれいな紙吹雪になります。 

 

 

 

堺市立赤坂台小学校４年生 

「なめくじをさがせ４」 
（大阪府学生科学賞出品 大阪府知事賞受賞） 

 

なめくじは、暑いのと寒いのはどちら

が好きか、色の好ききらいはあるのか、

明るいのと暗いのはどちらが好きかを

調べました。 

 

 

 

 

堺市立美原北小学校４年生 

「『サバイバルチェアー』～活せい炭じょう水そう置付き～」 
（大阪府生徒児童発明くふう展出品 近畿経済産業局長賞受賞） 

（全日本学生児童発明くふう展出品 入選） 

 

最近、がけくずれや大雨でひなんして

いる人のニュースをよく目にします。

このようなひじょう事たいの中で生き

ていくために何が必要かを考えて、水

と電気をテーマにオリジナル防災アイ

テムを作りました。 
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堺市立さつき野小学校４年生 

「つめのふしぎ研究所」 

 

つめを切り、何日かしたらまたのびて

いることをぎもんに思い、この研究を

しました。手のもけいを作り、カスタネ

ットやカリンバを使って、つめがある

時とない時のちがいを調べました。 

 

 

 

 

 

堺市立東三国丘小学校６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 パート２」  

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 堺市長賞受賞） 

 

昨年、スマートフォンの充電の仕組み

から、電線を使わずに電気を飛ばして

使うことができましたが、さらに遠く

に大きな電気を飛ばすために、実験を

しました。また、電線のないところに障

害物があったらどうなるか、１つのコ

イルから複数のコイルに電気を送れる

かなど、実際に使うことを考えて実験

を行いました。 

堺市立東三国丘小学校６年生 

「磯観察 ウミウシの不思議発見！！」 

（大阪府学生科学賞出品 大阪府教育委員会賞受賞） 

 

岬町の磯で、海藻に付いていた光合成

するウミウシを見つけ、家に持ち帰り、

その生態を調べました。何種類かのウ

ミウシのエサを特定することができ、

約４か月間飼うことに成功しました。 
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堺市立西百舌鳥小学校６年生 

「はりつけ！ぼくのメカヤモリⅢ」 
（大阪府生徒児童発明くふう展出品 大阪産業技術研究所賞受賞） 

（全日本学生児童発明くふう展出品 入選） 

 

大きいボタンを押しているときだけ上

に動き、上まで行くと、頭のスイッチが

押されて動きが止まり、下まで落ちて

くるメカヤモリを作りました。 

 

 

 

堺市立東百舌鳥小学校６年生 

「種子島の研究～宇宙留学で過ごした一年間～」 

（大阪府学生科学賞出品 堺市教育委員会賞受賞） 

 

５年生の時に過ごしていた種子島につ

いて、一年間の気こうや、見つけた動植

物について記録をしました。等こう線

で区切って作ったジオラマで、種子島

と屋久島の特ちょうをくらべることが

できます。 

 

 

堺市立南八下小学校６年生 

「よく回るこまの実験と研究」 

（全国児童才能開発コンテスト出品 財団科学賞受賞） 

 

工作用紙とつまようじでいろいろな形

のこまを作り、どんなこまがよく回る

のかを研究しました。たくさんのこま

を作るのは大変でしたが、楽しい研究

でした。 
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堺市立登美丘西小学校６年生 

「カブトムシの飼育で大切なこと －４年間の観察記録－」 

（大阪府学生科学賞出品） 

 

カブトムシを飼育して、どうしたら大

きく丈夫に育ち、長生きできるのかを、

４年間研究しました。どのようなカブ

トムシが長生きするのか、身体の大き

さにちがいが出るのはどうしてかを考

えて、体の大きさを比べられるように、

１年ごとに標本にしました。 

 

 

 

堺市立三原台小学校６年生 

「微生物を見てみよう！」 

 

寒天培地に発酵食品や手の菌などをぬ

りつけ、目に見えないものを増やして

観察しました。また、食べ物をくさりに

くくすると言われている食品を、納豆

と一緒に培養し、菌を増やさない効果

はあるのかを観察しました。 

 

 

 

堺市立はるみ小学校６年生 

「地域にいる虫の研究」 

（大阪府学生科学賞出品 読売新聞社賞受賞） 

 

３年生の時、近所にどんな虫がいるの

かが気になったので調べました。４年

間、たくさん虫とりに出かけ、見つけた

虫の写真を撮り、図鑑にまとめました。

身近な所にも、知らなかった虫やめず

らしい虫がたくさんいることがわかり

ました。 
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堺市立上神谷小学校６年生 

「手のり文鳥の飼育日記」 

 

５月末に文鳥のひながかえりました。

人の手で育てると、手乗り文鳥になる

と聞いたので、自分で育てることにち

ょうせんしました。親鳥にも慣れて、人

にもちゃんと慣れるようにするには、

半分半分で育てればいいと考えまし

た。 

 

 

堺市立さつき野小学校６年生 

「ずっと一本橋に乗っていられない理由」 

 

家に、バランスをとって体幹を鍛える

スラックラインがあります。スラック

ラインに乗ってバランスをとれる時間

で父に勝つために、スラックラインの

上手な乗り方を調べました。 

 

 

 

 


