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No. 学校名 学年 氏名 タイトル 内容

1 狛江第一小学校 ６年 菊地　麻帆 風の発生 風が発生する理由を調べ、気温や気圧による風の変化を研究

2  狛江第一小学校 ５年 古澤　世匠
残飯から電気に

～食品ロスへの新しい対応策の提案～
食品ロスを効果的に活用するため、食材の電圧を調べ、

レモン汁とトマトに流れる電流を測定する研究

3  狛江第一小学校 ４年 和久　優花 指紋てなんだろう？ 指紋の種類や役割を調べ、家族の指紋を採取し、比較する研究

4 狛江第三小学校 ５年 片瀬　晴斗 カビを生やさないオリンピック 食パンと調味料をタッパー内に並べて時間の経過を観察し、
カビの発生を比較する研究

5  狛江第三小学校 ５年 伊藤　芽惟 犬について知ろう！ 犬の能力や歴史を調査し、代表的な24種類の犬の顔（イラスト）
や特長を紹介する研究

6  狛江第三小学校 ６年 眞鍋　遼大
続・形の強さ決定戦2020

-段ボールの秘密にせまる-
昨年の自由研究を更に深め、ストローで三角形（トラス構造）

の模型を作成し、耐久性を比較する研究

7 狛江第五小学校 ５年 人形　櫂世 植物のつくり 植物がどのように水分を吸収・蒸散するのか実験し、
葉や根などの役割を研究

8  狛江第五小学校 ５年 炭屋　拓生 コンポストがあたり前になるには？ コンポストを自作して、メリット・デメリットを予想・測定し、
独自の楽しくおもしろいコンポストを提案する研究

9 狛江第五小学校 ５年 小川　義生 エノコロ草（猫じゃらし）の成長について 光のない場所でも植物は育つのか、エノコロ草（猫じゃらし）
に太陽光を遮る箱をかぶせて、変化を観察する研究

10  狛江第六小学校 ５年 清水　大智
清水家の消費している電気、ガス、水を

SDGsの目標26％削減計画 大実験！
SDGsのゴールの実現に寄与するため、電気、ガス、水の使用料

を数値化して削減に取り組み、結果を考察する研究

11  狛江第六小学校 ５年 石迫　治樹 炭酸のひみつ 炭酸はなぜ抜けるのか、温度による抜け方の違いやボトルを
振ったときに発生する泡を観察、比較する研究

12  狛江第六小学校 ５年 小松原　琉誠 色のしくみ 色の見え方、虹の仕組みを研究し、光の三原色の組み合わせ
により何色に見えるのか実験する研究

13 和泉小学校 ６年 戸島　潤佳
キエーロで生ごみを減らそう！

～リデュース大作戦！～
自作したコンポストを定点観測し、食材による分解の速度や

日光・水の影響を研究

14  和泉小学校 ５年 奥間　桜花 波の起こるヒミツ 海を容器で再現し、ドライヤーで人工的に風を起こして波が発生
する仕組みを調べる研究

15  和泉小学校 ４年 鹿川　遥生 十円玉をきれいにする 十円玉の表面をレモン汁や酢など14種類の調味料・飲料水に
浸して1時間後の変化を比較する研究

16 緑野小学校 ４年 田村　友樹子 上履きの汚れをきれいに落とすには？ 上履きの汚れはどのように洗うときれいにに落ちるのか、洗い方
と洗剤を変えることで違いを観察する研究

17  緑野小学校 ５年 佐藤　奈穂子 雲の観察～雲で天気を予測しよう！～ 空を観察・撮影し、形状による分類を行い、雲の成り立ちや
雲と天気の関係性を研究

18  緑野小学校 ６年 德光　咲季 油の境界を解く 油の種類による分離の仕方・程度の違いを比較、分離の
しやすさなどを研究

令和３年度　コマエ×ミライ×チャレンジ　作品一覧
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「風の発生」 

狛江第一小学校 菊地 麻帆さん 

 

身近な疑問をきっかけに予測を立て、実験、まと
めまで一連の流れでわかりやすく整理されており、
素晴らしく思いました。 

風の発生要因の分析において、温度差によるもの
だけで満足せず、気圧差によるものについても検討
している点が好印象です。また、気圧差の表現方法
をペットボトルから流れ出る水に置き換えて、目に
見えない現象を読者にわかりやすく伝える技術は見
事でした。 

これからも日々の生活の中で疑問に思ったことを
そのままにせず、いろいろなチャレンジができる人
であることを期待しています。 
 
 

小田急電鉄株式会社 

 交通企画部長 小川 司  
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「残飯から電気に」 

～食品ロスへの新しい対応策の提案～ 

狛江第一小学校 古澤 世匠さん 

 

日本では大量の食べ物が廃棄されており、そのう
ち家庭からの食品ごみも半数近くあり、食品ロスを
減らす取り組みは大変重要だと思います。 

古澤さんの作品はこうした国内の問題を、自分達
の家庭から取り組みをはじめ、廃棄されてしまうも
のをエネルギーとして活用する素晴らしいアイデア
だと感じました。 

今回の実験では食品からの発電量がとても少なく
活用は難しかったようですが「もったいないなぁ」
といった気持ちを忘れず、これからも様々なことに
チャレンジしてほしいと思います。 
 
 

東京ガス株式会社 東京西支店 

課長代理 田中 結子 
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「指紋てなんだろう？」 

狛江第一小学校 和久 優花さん 

家族でも一人ひとり異なり、一生変わらないとい
う指紋の特徴に気づき、さらにその特徴を用いて透
明なビンを触ったのが誰なのかという犯人さがしを
するなんて、本物の刑事さんみたいでとてもすごい
と思いました。 

小学校４年生にして、疑問に思ったことに予想を
立てて実験していくという研究スタイルもとても素
晴らしいです。一人ひとり異なるという指紋の特徴
は、銀行でお金を下ろすときや、お家のカギを開け
るときなど、現在でもあらゆるところで活用されて
いますが、まだまだ活用できることがありそうです。 

これからも「疑問に思ったことは調べてみる」と
いう素晴らしい姿勢を続けていってくださいね。 
 

株式会社小田急ＳＣディベロップメント 

取締役 安藤 秀樹 
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「カビを生やさないオリンピック」 

狛江第三小学校 片瀬 晴斗さん 
 

カビとは水分、空気、栄養、温度の４つがそろう
と発生する物質です。 

片瀬さんはいろいろな材料を持ち寄ってどれが一
番カビが生えなかったかを調べました。私たちが普
段冷蔵庫に入れているので気が付かないものも本当
はとても早くカビが生えるのだと分かりました。 

金メダルのお酢はやはり No.１でしょう。 
しかし、しょうゆやコショウもあまり日持ちがせ

ずカビが生えるのはちょっと意外でした。 
調味料が食品を助けて少しでも日持ちがするよう

にしていることがよく分かりました。 
これからも食品と調味料のマッチングを楽しみに

研究を続けてください。 
国際ソロプチミスト東京-狛江 

会長 栗山 美智子 
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「犬について知ろう！」 

狛江第三小学校 伊藤 芽惟さん 

かわいいマルプーを飼っている伊藤さんならでは
の研究でした。犬の運動機能をよく調べてあり、多
くの種類がいることも理解できました。短距離型と
長距離型の犬がいることは、勉強になりました。ま
たイラストを交えて、身近な動物である犬を知って
もらうための工夫が感じられます。マンガやクイズ
もユニークでした。 

ペットブームによって殺処分の問題が報じられて
います。まとめの部分で東京都の現状について調べ
ておりました。未だ、多くの犬や猫が保護センター
で保護されております。最後に書かれていたように
小さな命を大切にしてくださいね。自分の飼ってい
るマルプーをはじめ、どんな動物にもやさしく接し
てほしいと思います。 

狛江青年会議所 

理事長 芟花 英寿 



②４２本 ①縄文時代



③38.5℃

③ぼんやり見える

③18さい
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「続・形の強さ決定戦 2020」 

-段ボールの秘密にせまる- 

狛江第三小学校 眞鍋 遼大さん 
 

昨年の研究のふり返りをもとに、さらに研究を深
めたいという思いで取り組んだことに眞鍋さんの向
上心が感じられました。 

トラス構造の橋をストローで実際に作り、「安定
性」や「耐久性」を視点に自ら課題を解決する様子
が素晴らしかったです。 

また、SDGｓを意識した研究に取り組んだことに
とても意味があると思いました。これから世界中の
人たちと力を合わせて、新しい社会をつくっていく
ために眞鍋さんの力を発揮することを期待していま
す。 
 

狛江市教育委員会 教育長 

柏原 聖子 
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「植物のつくり」 

狛江第五小学校 人形 櫂世さん 

 

この研究の素晴らしいところは、予想、考察、実
験、ふり返りと計画的に取り組んでいること、また
項目ごとに分けられ、写真や図などを用いて、丁寧
にまとめられており完成度が高い作品であると思い
ます。根や葉の役割をしっかりと理解し、植物のつ
くりをしっかりとまとめられています。 

今回の実験において、植物のつくりの理解だけで
はなく、環境問題の提起を行うなど、とても頼もし
く思います。 

これからも分からないこと、気づいたことを積極
的に調べ、挑戦し、環境問題を含め未来を明るくし
ていってください。 
 

城南信用金庫狛江支店 

支店長 山崎 悟志 
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「コンポストがあたり前になるには？」 

狛江第五小学校 炭屋 拓生さん 
 

この研究は、今世界でもっとも問題視されている
ごみの問題や環境問題などについて、コンポストを
作って、実験していろいろと考えてみたのですね。 

コンポストで生ごみを減らすことができ、たい肥
ひ

ができること、ごみを減らすとどのくらいの二酸化
炭素の排出量を減らすことができるのか、とても細
かく調べていると感心しました。 

楽しくおもしろいコンポストを考えるところな
ど、素晴らしいと思います。 

このようなごみ問題や環境問題も楽しく解決でき
るといいですね。これからもいろいろなことに関心
を持っていただき、がんばってください。 
 

東京たまがわロータリークラブ 

会長 秋元 賢 
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「エノコロ草（猫じゃらし）の成長について」 

狛江第五小学校 小川 義生さん  

学校の理科の授業で光がなくても育つ植物があることを
学んだことをきっかけに、普段気になっていたエノコロ草
（猫じゃらし）はどうなんだろうと自分で実験して調べよ
うと思ったことがすばらしいと思います。 

実験中は暑い夏のまっ最中であったにもかかわらず、時
間を決めて植物の状態を確認して、さらに気温の変化だけ
でなく、湿度の変化に植物の生育状態が変化することに気
づいたことで、次の実験に向けた改善点も見つけることが
できましたね。 

実験はうまくいくことばかりではありません。もう少し
こうやったらうまくいったのになあという経験を繰り返し
ていくうちに、どんどん実験が面白くなっていきます。 

これからも身近なものでもっと知りたいことや、調べて
みたいことがたくさん出てくると思いますが、いろいろな
なぞをぜひ解き明かしてみてください。これからも小川さ
んの作品を楽しみにしています。  

 

狛江市長 松原 俊雄 
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「清水家の消費している電気、ガス、水を 

SDGs の目標 26％削減計画 大実験！」 

狛江第六小学校 清水 大智さん 

「むだをなくす」考えから毎日使うエネルギーに
注目し、家庭の中から省エネを心がけることはとて
も大切だと思います。また、清水さんのようにエネ
ルギーの節約を数字で表すことで、普段の生活と節
約した場合の違いが大変分かりやすく、節約した成
果を出すことができました。 

食後にお鍋やお皿を洗う際は、油汚れを先に落と
してから洗うことや、なるべく旬の野菜を近くのお
店で手に入れることなどもエコにつながります。 

この内容については、受賞者向け特別授業「エコ
クッキング」で詳しくお話ししますが、今後も身近
なところから少しずつ「むだをなくす」ことができ
るように、皆でがんばりましょう。 

東京ガス株式会社 東京西支店 

課長代理 田中 結子 
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「炭酸のひみつ」 

狛江第六小学校 石迫 治樹さん 

 

皆さん普段、何気なく生活しているところに、本
当に分からないこと、不思議なことってたくさんあ
りますよね。この実験は、普段、何気なく飲んでい
るコーラの炭酸が気になったのですね。 

さまざまな実験方法を考え、結果が出る前に自分
の考えで予想するところなど、とても素晴らしいと
思いました。 

まとめでは、疑問に思ったことは実験、研究して
みるとありました。これからも分からないことなど、
自分で調べてみてください。 

最後に、これからは炭酸のきいたおいしいコーラ
が飲めそうですね！  

 
東京たまがわロータリークラブ 

会長 秋元 賢 
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「色のしくみ」 

狛江第六小学校 小松原 琉誠さん 

 

小松原さんは、興味を持ったことに対し自ら調べ、
結果を分かりやすく簡潔にまとめている点が大変素
晴らしいと感じました。 

色という身近なテーマでありながらも、「光の三原
色」や「色の三原色」など大人が知らないことも多
くあり大変興味深く拝見しました。ちなみに鉄道の
運行においても、「赤・黄・青」を用いた信号により
安全な運行が保たれています。 

これからも「なぜ？」の感覚を大切に、多くのこ
とに興味を持ち続けてもらいたいと思います。応援
しています。 

 

小田急電鉄株式会社 

交通企画部長 小川 司 
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「キエーロで生ごみを減らそう！」 

～リデュース大作戦！～ 

和泉小学校 戸島 潤佳さん  

 

研究自体が社会的にとても意義のあるテーマで、
実験によって分かることを明確にするために適した
方法を的確に行い、実験結果もとても分かりやすく
まとめられていたほか、実験過程でわいた疑問をそ
のままにせず、追加実験を行う姿勢もとても素晴ら
しいと思いました。 

そして、何より素晴らしいのは、実験から得た学
びを踏まえて、ごみの減量のためにできることを具
体的に考えられている点です。 

こうした一人ひとりの行動が社会を変えていくの
だと思います。これからもいろいろなことに興味を
持ち、学び続けていきましょう。   

 

株式会社小田急ＳＣディベロップメント 

取締役 安藤 秀樹 
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「波の起こるヒミツ」 

和泉小学校 奥間 桜花さん 

 

ノーベル物理学賞を受賞した真鍋
まなべ

 淑 郎
しゅくろう

先生は、 
「最も興味深い研究とは好奇心が導く研究だ」と話
しています。 

楽しみながら興味深い観察をしている奥間さんに
とても感激しました。 

奥間さんは実験によってこの大きな波と小さな波
のできる瞬間を細かに観察しています。いつでも見
られる波の満ち引きを不思議に思う奥間さんは観察
力が優れていることでしょう。 

身近なできごとに目をむけた奥間さんにはこれか
らも素晴らしい研究を続けてくださいますようにお
願いいたします。 
 

国際ソロプチミスト東京-狛江 

会長 栗山 美智子 
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「十円玉をきれいにする」 

和泉小学校 鹿川 遥生さん 

今回の研究を行うにあたって、鹿川さんの経験を
きっかけに、他はどうなのだろうと興味を持ち、研
究を行ったことは大変素晴らしいことだと思いま
す。 

研究では多くの材料を用いて、比較対象の数を増
やしたことにより、見ている人の興味を引くことが
できる非常に良い作品になったと思います。 

単に結果を調べるだけでなく、事前予想からの成
分の分析、まとめと広い視野で研究に取り組んでい
ることが分かります。 

日常のささいなできごとに深く興味を持っていく
ことは、とても大切です。これからも「なぜ」を追
究する気持ちを持ち、考え、行動できる人であって
ください。 

城南信用金庫狛江支店 

支店長 山崎 悟志 
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「上履きの汚れをきれいに落とすには？」 

緑野小学校 田村 友樹子さん 

まずなぜこの実験を行うかの理由を考え、そこか
ら実験のゴールである目的を設定しました。そして
仮説、実験、考察、結論と大学生の書く論文のよう
でした。非常にわかりやすくまとめてありました。 

興味深いのは、汚れがどんなものかを調べ、人工
的な汚れを作ったことです。こすり洗いと多くの洗
剤を使う実験の 2 種類を行い、結論をしっかりと出
しておりました。 

身近なものから疑問を持ち、それの答えを導くの
に、実験を行い、検証し、理論立てて考えることが
できることはすばらしいことと思います。疑問を持
つことは大切です。これから先も、疑問を疑問で終
わらせないで、今回のように答えを見つけてくださ
いね。 

狛江青年会議所 

理事長 芟花 英寿 
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「雲の観察～雲で天気を予測しよう！～」 

緑野小学校 佐藤 奈穂子さん 

 
日常生活に関連したテーマで研究に取り組んだ佐

藤さんの探究心が素晴らしいと思いました。 
普段、何気なく見ている雲の種類や特徴、天気と

のつながりについて表や写真を活用してまとめられ
ていて、とても分かりやすかったです。今後雲を見
たときに天気を予想することができそうですね。 

「百 聞
ひゃくぶん

は一見
いっけん

に如
し

かず」という言葉があります
が、ニュースやインターネットなどで天気情報を調
べるだけでなく、実際に自分の目で見て判断するこ
とができそうです。 

これからも、何事においても自ら学ぼうとする気
持ちを持って成長していくことを期待しています。 

 

狛江市教育委員会 教育長 

柏原 聖子 
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「油の境界を解く」 

和泉小学校 德光 咲季さん 

「以前サラダを食べた時にドレッシングを振らな
いでかけたら油の味しかしなかったこと」が、この
実験を行うきっかけになったとありました。日常生
活で疑問に思ったこと、不思議に思ったことに着目
して、理由を調べ、研究を深めることはすばらしい
ことであると同時に、地道な作業の繰り返しで根気
が必要です。 

徳光さんは、油の種類による違い、油とほかの液
体との相性、油を使っていながら分離していない食
品、の３パターンの実験を行うことで、研究をさら
に発展・応用させて深めています。 

徳光さんの自由研究から、とても細かい分析とそ
の調査結果を知ることができました。この作品には
多くの時間を要したと思います。その努力が伝わっ
てきました。 

狛江市長 松原 俊雄 







将来、狛江市から世界へ羽ばたく子どもたちを、狛江市と狛江市に関
わる企業や団体で、ともにはぐくもうという目的のもと、

小田急電鉄株式会社
株式会社 小田急ＳＣディベロップメント

国際ソロプチミスト東京-狛江
狛江青年会議所

城南信用金庫 狛江支店
東京ガス株式会社

東京たまがわロータリークラブ（五十音順）

のみなさまのご協力により、令和３年度『コマエ×ミライ×チャレンジ』を行
うことができました。

これからも、狛江市の未来を担う子どもたちの成長を、温かく見守り、
応援していってくださいますよう、重ねてお願い申し上げます。

令和３年11月８日
狛江市長 松原 俊雄
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