
令和４年度堺市学校理科展覧会小学校・支援学校の部 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 

「ころがりっこレース」 

（全国児童才能開発コンテスト 才能開発教育研究財団理事長賞受賞） 

 

いろいろな大きさのわっかを 

坂になった板からころがしたと

き、どのわっかが一番早くゴール

できるのかを確かめました。 

 

 

 

 

 

堺市立登美丘南小学校１年生・５年生 

「ビオトープの生き物調べ～お庭にビオトープを作ったよ～」 

 

2020 年新型コロナウイルス感染

症がはやりはじめたときに、ビオ

トープを作りました。また、２年

間の生物図かんを作りました。 

ビオトープの土を固めるのが大

変だったけど、二人でがんばりま

した。 

 

 

 

堺市立東百舌鳥小学校１年生 

「れっつぽきぽき！」 

 

めんをいっぱいぽきぽきして、 

おれかたをくわしくしらべまし

た。 
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堺市立金岡小学校２年生 

「雲のかんさつ」 

 

雨は、雲がいっぱいになるから降

るのではないかと考え、実際に雨

が降るときは雲が増えるのか調

べるために雲の観察をしました。

雨が降る日の雲だけではなく、 

雲には色々な種類があることを

知り、雲が好きになりました。 

 

 

堺市立泉北高倉小学校２年生 

「高くらだいで見つけた草花のひょう本」 

（大阪府生徒児童発明くふう展推薦作品） 

 

プラスチックダンボールを切る

とき、ゆびを切らないようにきを

つけました。レポートを書くのを

がんばりました。 

 

 

 

大阪府立堺聴覚支援学校２年生 

「ざんねんないきもの図鑑」 
 『ざんねんないきもの辞典』の本

がすきで、７さつの本から気にな

ったいきものや心に残ったいき

ものについてまとめました。 
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堺市立東浅香山小学校３年生 

「くらべてみよう！大和川」 

 

身近な所にある大和川とよく行

くびわこの川を比べた時に、なぜ

大和川に生物が少ないのだろう

かという疑問をもちました。いつ

か大和川にもたくさんの生物が

住んでほしいと考え、ｐＨや水質

テストの結果を比べながら、自分

の考えをまとめました。 

 

堺市立新金岡小学校３年生 

「ようこそ私のベランダへ クロアゲハ、ナミアゲハチョウ、モンシ

ロチョウ」 

 

一年生からアゲハチョウを育て

てきました。今年はモンシロチョ

ウやクロアゲハもたまごをうん

でくれたので、ナミアゲハとモン

シロチョウとクロアゲハの３ 

しゅるいを調べることにしまし

た。 

 

 

 

堺市立はるみ小学校３年生 

「理想のすべり台」 

 

原山公園プールのウォータース

ライダーをすべったことがきっ

かけで、はやくすべることができ

るすべり台のじょうけんをしら

べました。すべり始めが急で、 

カーブの形のすべり台が理想だ

とわかりました。 
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堺市立赤坂台小学校３年生 

「華の研究 白い花に色をつける」 

 

色水を使って白い花に色をつけ

る方法を見つけました。きれいに

早く色をつける方法や、できた花

を保存する方法についても考え

ました。 

 

 

 

 

 

 

堺市立錦綾小学校４年生 

「草きぞめ図かん」 

（大阪府生徒児童発明くふう展作品 奨励賞受賞） 

 

野菜と果物の皮などで布などを

そめました。ほかに、ひまわりや

あいの葉、飲み物でもそめまし

た。 

 

 

 

 

 

堺市立津久野小学校４年生 

「堺市のレッドリスト生き物調査～生物多様性について考える～」 

（大阪府学生科学賞出品） 

 

堺市にいるレッドリストの昆虫

などを実際につかまえて、発見場

所や特ちょうを写真も使いなが

ら、分かりやすく説明しました。 
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堺市立家原寺小学校４年生 

「きれいな標本作りたい！（レジン）」 

（大阪府学生科学賞出品 堺市教育委員会賞受賞） 

 

去年魚介類の標本をグリセリン

置換法で作ったので、今年はレジ

ンを使ってきれいな魚介類の標

本を作りました。簡単に出来ると

思っていましたが、失敗の連続

で、去年のグリセリン置換法を利

用して何とか作品を作ることが

出来ました。 

 

堺市立平岡小学校４年生 

「水温と魚の関係性」 

特別賞 堺市教育委員会賞受賞 

（大阪府学生科学賞出品） 

 

研究の見どころは、釣りをした場

所、水温や釣果です。大阪湾の水

温変化の折れ線グラフと見くら

べて、水温の変化によって釣れる

魚が違うところに注目してくだ

さい。 

 

堺市立五箇荘小学校４年生 

「２階はなぜ暑いのか？」 

 

毎年 5月くらいから、階だんのと

ちゅうで急に空気が暑くなるの

がふしぎだったので、調べまし

た。 
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堺市立北八下小学校４年生 

「おさかな標本物語～魚を骨格標本にして分かったこと～」 

 

ぼくは海の生き物が好きで、いつ

か JAMSTEC で海洋生物の研究を

したり、しんかい 12000にのって

深海生物を見てみたいです。その

ために色々な事を調べている中

で、深海ザメが家に来たので、骨

格標本にちょう戦しました。骨に

なった魚から分かったことや考

えたことをまとめました。 

堺市立三原台小学校４年生 

「三原台のサクラがあぶない クビアカツヤカミキリのひがい調査」 
特別賞 産経新聞社賞受賞 

（大阪府学生科学賞出品） 

 

三原台のサクラのクビアカツヤ

カミキリのひがいの様子を調査

しました。全てのサクラの木を一

本ずつ調べ、データをまとめまし

た。 

 

 

 

堺市立泉北高倉小学校４年生 

「どろ水をよりきれいに ６つのろ過器の実験！！」 

（大阪府生徒児童発明くふう展推薦作品） 

 ６つの違う組合せのろ過器を作

り、どろ水をろ過しました。そし

てとうし度計を作り、６つのろ過

器でろ過したどろ水をはかりま

した。一番きれいな水のとう明度

は 20.5 度でした。ほかにもけん

びきょうやｐH 試験紙などでも

実験しました。 
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堺市立はるみ小学校４年生 

「プラスチックは悪者？」 

（全国児童才能開発コンテスト 日本 PTA全国協議会会長賞受賞） 

 プラゴミの問題について、自分に

できることは何かを考えるため

に、身のまわりのプラスチックの

量や種類を調べ、その特徴を知る

ための実験をしました。また、家

から出たプラゴミをキーホルダ

ーなどにアップサイクルさせた

り、生分解性プラスチックを作

り、その特徴を調べる実験をしま

した。 

堺市立鳳小学校５年生 

「２０２２ ため池にホタルを戻す大作戦Ⅱ（羽化奮闘編）」 

 

昨年作った三階立てビオトープ

を自然に近い環境に近づけまし

た。またそこでホタルの幼虫を育

て、羽化させました。 

 

 

堺市立平岡小学校５年生 

「オカヤドカリの研究」 

 

オカヤドカリに「でっちゃん」と

いう名前を付け、毎日の様子や脱

皮、大潮との関係などについて調

べてまとめました。 
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堺市立東陶器小学校５年生 

「月の満ち欠けの模型を作って、月の見え方がかわる仕組みを調べよう」 

（大阪府生徒児童発明くふう展作品 大阪府教育委員会賞受賞） 

 

地球と月の回転台を作り、ダンボ

ール箱の底に置き、豆電球を太陽

に見立てて回転台とは反対側の

側面に取り付けました。豆電球を

光らせることによって、箱の外側

につけた観察用のとびらから光

の当たった月が地球からどのよ

うに見えるか観察することがで

きます。 

堺市立登美丘西小学校５年生 

「蚊から身を守れ！ヒトスジシマカとぼくの戦い」 

特別賞 朝日新聞社賞受賞 

（大阪府学生科学賞出品 大阪府知事賞受賞） 

 

蚊にさされないように身を守り、

やっつける方法を調べました。ま

ずは産卵、ボウフラから蚊への成

長を観察しました。蚊にさされな

い方法やかゆみ止め効果、蚊の好

きな色やボウフラが発生しやす

い水などを調べました。ボウフラ

をやっつけるのには塩が最も高

い効果があるとわかりました。 

堺市立庭代台小学校５年生 

「プールの水がよごれるのはなぜ？１９日間の観察記録」 

 学校のプールのろ過そうちがこ

われてプールの水がよごれたこ

とをきっかけに、プールの水がよ

ごれる原因を調べました。 

 

 

 

 



令和４年度堺市学校理科展覧会小学校・支援学校の部 優秀賞受賞作品 
※学校名・学年は受賞当時のものです。 

堺市立美原北小学校５年生 

「『ぼく専用ヘルプデスク』 Raspberry Piと Scratch を使った 

時間割自動振り分け装置」 
（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） 

 月～金のボタンをおすと、自動で

時間割を合わせてくれる「お助け

机（ヘルプデスク）」を作りまし

た。ラズベリーパイ（小型 PC）に

スクラッチで各曜日の各教科の

モーターを正転・逆転するプログ

ラムを組んで、その信号をラズベ

リーパイの GPIO からモータード

ライバーに送り、モーターを作動

させる仕組みです。 

堺市立さつき野小学校５年生 

「しせいのギモン研究所」 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

私はしせいが悪いです。そのた

めどうしたらしせいをよくする

ことができるのか気になりまし

た。調べると、多裂筋やいろいろ

な筋肉が関わっていると分かり

ました。 
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堺市立新金岡小学校６年生 

「セミの羽化と光の関係」 

 

2・3・5年生の時にセミの好きな

木について調べました。その研究

からセミの幼虫は木の一部分に

かたまって羽化していることに

気づきました。なぜかを推測した

ところ、光が関係しているかもし

れないと考え、調べました。 

 

 

 

 

 

堺市立金岡南小学校６年生 

「夕焼けのなぞを探る」 

（全国児童才能開発コンテスト 財団科学賞入賞） 

 

夕焼けのしくみと夕焼けを再現

する実験をしたときの記録をま

とめた作品です。 
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堺市立中百舌鳥小学校６年生 

「熱中症回避システム」 

特別賞 大阪公立大学長賞受賞 

（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） 

 

暑さを感じにくいおじいちゃん、

おばあちゃんのためにこの作品

を作りました。気温（30度）を温

度センサーが検知し、人感センサ

ーが人の動きを検知すると、モー

ターが作動し、エアコンの作動ボ

タンを押すという機能です。何回

もボタンを押さないように、1回

だけ作動するように工夫してい

ます。 

堺市立白鷺小学校６年生 

「電池不要！？水圧で動くロボットアーム」 

（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） 

 

コントロールパネルのレバーを

押したり引いたりすると、チュー

ブと接続されているシリンジが

動き、特定の場所が動きます。本

体が重かったので、土台を大きく

したり、厚くしたりして強化しま

した。 

 

 


