
１．【口頭発表１】 12:55～13:35 予定 SSH探究Ⅱ（物・化・生・地・数）代表による研究発表 

    日本語タイトルの下に英語タイトルがあるものは英語発表となります（以下共通）。 

    口頭発表１の質疑応答は、ポスター発表の時間帯に体育館後方にて実施します。 

①物１ SSH探究Ⅱ（2年 下地功洋、平良亮真、赤平泰成、請蔵拓真） 

    プロペラの推力について 

    第 38回沖縄青少年科学作品展 入選 

②地１ SSH探究Ⅱ（2年 草野明香、平良萌惟、伊佐真奈花、與久田京里） 

    赤土流出に関する研究 

    Research of red clay outflow 

    第 38回沖縄青少年科学作品展 環境奨励賞 

③化１ SSH探究Ⅱ（2年 渡慶次秋穂、仲田夏未、野村錬、金城雛子、湧川美咲、瑞慶覧円香） 

    酸化剤によるポリアニリンの反応の変化について 

        How chemical processes of poly-aniline are charged by using many kind of oxidants 

    OASES参加、高等学校総合文化祭参加、第 38回沖縄青少年科学作品展 入選 

④生５ SSH探究Ⅱ（2年 下地彩加、稲嶺和花、幸喜彩花、砂川ひなの） 

    チガヤバイオマス有効活用のための収穫法について 

    Harvesting Imperata cylindrica for effective utilization 

    第 4回 SCORE! サイエンス inオキナワ 本選出場、第 38回沖縄青少年科学作品展 入選 

⑤数１ SSH探究Ⅱ（2年 渡久地ジュリ亜、知花杏樹、伊集くらら、眞榮田あかり） 

    ルーローの三角形について 

    Change of the area when Reuleaux Triangle approaches a corner 

（休憩） 

３．【ポスター発表】 13:45～14:25 予定 SSH探究Ⅱ（物・化・生・地・数）代表と部活による研究発表 

    舞台に向かって左前から①～⑥、右前から⑦～⑫、体育館後方で口頭発表１の質疑応答となります。 

①物２ SSH探究Ⅱ（2年 古謝佑汰、目取眞惇矢、島袋史栄、城間琉星） 

        飛行機の翼の角度と飛距離について 

        Relationship of distance and angle of attack 

②化２ SSH探究Ⅱ（2年 奥間萌々子、粟国沙也奈、仲程美凪、松田佳純、諸見里奈央） 

    色素増感太陽電池でスタイリッシュに発電 

         Stylish generated electricity using dye-sensitized solar cell 

        第 4 回 SCORE! サイエンス in オキナワ 参加、第 38回沖縄青少年科学作品展 入選 

③化３ SSH探究Ⅱ（2年 玉井新人、安田皐司、佐久田朝陽、照屋実真） 

        電気を使った炎色反応 

         Flame reaction using electricity 

 

 



④化４ SSH探究Ⅱ（2年 喜友名涼香、島田奈奈、神谷沙和香、前田万弥、金城有圭子） 

        脂肪酸の種類による洗浄能力の違い  

        The difference of washing ability by fatty acid type 

    第 38回沖縄青少年科学作品展 入選 

⑤化５ SSH探究Ⅱ（2年 喜屋武彩花、棚原千夏、比嘉志衣奈、伊波万嬉） 

        河川におけるゲットウの殺菌作用 

        Bactericidal action of shell ginger in the river 

    第 38回沖縄青少年科学作品展 入選 

⑥地２ SSH探究Ⅱ（2年 西平守司、前原洸大、嘉納英佑、松島良典） 

    外壁の材質･色の違いによる内部の温度変化について 

    Internal temperature change of model boxes made of four different materials 

        第 38回沖縄青少年科学作品展 佳作 

⑦生２ SSH探究Ⅱ（2年 比嘉双葉、金城初奈、宇良向日花、宇保英恵） 

    異なる光環境におけるアカギ葉の光合成色素の変化について 

        Change in photosynthetic pigments of Bischofia javanica’s leaves under different light  

    conditions 

       第 62回高校生による生物科学展 課題・自由研究部門 優秀賞、第 38回沖縄青少年科学作品展 

    入選 

⑧生３ SSH探究Ⅱ（2年 宇良彩華、小野海愛、喜舎場彩音、幸地瞳、小林真世） 

     人間の生活圏内におけるアリ相の研究 

        Research of the ant fauna in areas of human habitation 

    第 38回沖縄青少年科学作品展 入選 

⑨生４ SSH探究Ⅱ（2年 宮城遥、田中瑞帆、金城和香、島袋藍里） 

    沖縄本島におけるマングローブの分布 

       Distribution of mangroves on Okinawa Island 

    第 38回沖縄青少年科学作品展 佳作、第 1回 英語による高校生科学研究発表会 参加 

⑩部１ SSクラブ生物化学（１年 野口朱里、糸洲永李子、加勇気） 

        沖縄産の果実や野菜に含まれる紫外線吸収物質の探索 

        UV absorbing substances in fruits and vegetables grown in Okinawa 

        第 12回 高校化学グランドコンテスト 2015 本選参加 

⑪数２ SSH探究Ⅱ（2年 瀬分望月、濵田愛音、町田友理、新垣日心） 

      カプレカ数について 

        Regularity and symmetry of Kaprekar numbers 

⑫数３ SSH探究Ⅱ（2年 大城愛、金城愛弥、宮城玲奈、儀間新、平良海聖） 

      四色問題 ～多面体への応用～ 

        The Four-Color Theorem～Applying it to a polyhedron～ 



（休憩） 

４．【口頭発表２】 14:35-15:40 予定 研修報告と科学系大会上位入賞グループによる研究発表 

①報１  石垣島研修報告（2年 阿波根美優 1年 糸洲永李子、金城梨李、野口朱里、知念大義） 

     石垣島研修 

②報２  台湾サイエンス研修報告（1年 加勇気、仲村渠一輝、糸洲永李子、野口朱里、2年 瑞慶覧円香、 

        比嘉双葉、宮城遥） 

     台湾で学んだこと 

        What we learned in Taiwan 

③生１ SSH探究Ⅱ（2年 田原愛里寿、屋宜希、源河理子、儀間あかり） 

     薄貝加工品のモデルとしてのヤコウガイの物理化学的解析 

       第 4回 SCORE! サイエンス inオキナワ 5位、第 38回沖縄青少年科学作品展 佳作 

④生６ SSH探究Ⅱ（2年 天久飛向、上地茉那、金城沙代、比嘉梨七） 

    効率の良い海ぶどう養殖の方法について  

        Best growing method for Caulerpa lentillifera 

     第 4回 SCORE! サイエンス inオキナワ １位、第 38回沖縄青少年科学作品展 入選 

⑤部２  地球科学部（2年 又吉真子、石川ひな子） 

    関東平野の竜巻発生メカニズムに関する研究 －竜巻再現装置の開発を通して－ 

     平成 27年度 SSH生徒研究発表会 審査委員長賞、平成 26年度九州高等学校理科研究発表大会 

        最優秀賞、第 37回沖縄青少年科学作品展 沖縄電力社長賞 等 


