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（2）調べた有孔虫の種類（海藻についている） 

 

 

 

 

 

①バキュロジプシナ     ②カルカリナ ガウディー   ③ソウライティナエ 

  スパエルラータ（星砂）   チャウディー（太陽の砂）   アンヒィスオラス 

 

 

 

 

 

 

 

④ソウライティナエ   ⑤アンヒィステギナ       ⑥アンヒィステギナ  

   科の一種           ロビフェナ          レッソニー 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦アンヒィステギナ   ⑧ヘテロステギナ       ⑨デンドリティナ属 

  ラディアータ        ディプレッサ          の一種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩デンドリティナ属    ⑪ネオロタリア      ⑫ネオロタリア属 

の一種           カルカ―        の一種 

有孔虫の生態の有孔虫の生態の有孔虫の生態の有孔虫の生態の謎謎謎謎    

南城市立大里中学校 

1 年 佐和田 大翔 

 

1111....はじめにはじめにはじめにはじめに    

皆さんは、有孔虫について知っていますか？ 

有孔虫とは、体長 1 ミリほどの動物プランクトンで、僕が今回調べたのはそのなかでは大き

めの「大型底生有孔虫」というグループで、星砂などが代表的な例です。 

2222....目的・動機目的・動機目的・動機目的・動機    

（1）動機 

僕が有孔虫を調べようと思ったきっかけは、去年の沖縄青少年科学作品展のブースで砂(有孔

虫など)を顕微鏡で見て、観察する講座があり、気になったので調べてみることにしました。 

（2）目的 

①沖縄の有孔虫の分布をしらべる。 

②沖縄版の有孔虫図鑑を作る。 

  （報告書と別に制作しました） 

 

 

3333....方法方法方法方法・内容・内容・内容・内容    

・県内 12カ所から砂を集めて、有孔虫の大まかな分布を調べる。 

＊調べる有孔虫は、研究の間に見つけた 22 種とする。 

 

（1）調べた場所（人工ビーチ以外を探して砂を採取した） 

 

                         ① 辺戸岬 

                         ② 国頭村楚洲 

                         ③ 古宇利島 

                         ④ 二十一世紀の森公園 

                         ⑤ 恩納村谷茶 

                         ⑥ 伊計島 

                         ⑦ 沖縄総合運動公園 

                         ⑧ 知念岬 

                         ⑨ 渡嘉敷島（渡嘉志久ビーチ） 

                         ⑩ 宮古島（保良川ビーチ） 

                         ⑪ 宮古島（砂山ビーチ） 

                         ⑫ 伊良部島（佐和田の浜） 
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5.5.5.5.結果結果結果結果（◎＝たくさんある・○＝ある・△＝少しある） 

 

6.6.6.6.考察考察考察考察・・・・意外意外意外意外だった点だった点だった点だった点                                                                                                                                                                                                                                

・⑰アルベオリネラは深いところにいるらしいので、谷茶は急に深くなっていると思う。                     

・予想と違い、流れの速い知念岬と辺戸岬の星砂は断トツで量が多く、形がキレイなので星

砂は流れの速いところを好んで住むと思う。                                                         

・離島より本島内のほうが種類が豊富だったことが意外だった。                                                     

                                                                                                                                                                                                

７７７７....課題課題課題課題                                                                                                                                                                                                

・考察があっているかどうか調べたい。                                                                            

・生きている有孔虫を、来年は詳しく調べたい。                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                            

8.8.8.8.感想感想感想感想                                                                                                                            

 最初は、星砂と太陽の砂しか知らなったけど、全部で 22種                            

も見つけることができ、とてもうれしいです。こんなに小さく  生きた有孔虫に太陽の                                                                                    

ステキな有孔虫をみんなに知ってもらいたいです。                                光をあてている所                                                                              

                                                                                                                                    

9999....出品状況出品状況出品状況出品状況                                                                                                                                                                                                                                                

島尻地区児童・生徒科学作品展   金賞受賞                                                                                                                                                                                                            

沖縄県児童・生徒科学作品展                佳作                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

＊お礼＊＊お礼＊＊お礼＊＊お礼＊                                                                                                                                                                                                                        

今回の有孔虫の研究にあたり、美ら島財団の鈴木瑞穂先生にとてもお世話になりました。

心より感謝申し上げます。                                                       

                        ①①①①    ②②②②    ③③③③    ④④④④    ⑤⑤⑤⑤    ⑥⑥⑥⑥    ⑦⑦⑦⑦    ⑧⑧⑧⑧    ⑨⑨⑨⑨    ⑩⑩⑩⑩    ⑪⑪⑪⑪    ⑫⑫⑫⑫    ⑬⑬⑬⑬    ⑭⑭⑭⑭    ⑮⑮⑮⑮    ⑯⑯⑯⑯    ⑰⑰⑰⑰    ⑱⑱⑱⑱    ⑲⑲⑲⑲    ⑳⑳⑳⑳    ㉑㉑㉑㉑    ㉒㉒㉒㉒    

辺戸岬       ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    △△△△    ――――    △△△△    ――――    ○○○○    △△△△    ――――    ――――    ――――    △△△△    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    △△△△    ――――    △△△△    △△△△    

国頭楚洲    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    △△△△    ――――    △△△△    ――――    △△△△    △△△△    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ○○○○    ――――    

古宇利島     ◎◎◎◎    ○○○○    ◎◎◎◎    ――――    △△△△    ――――    ――――    ――――    ――――    ○○○○    ――――    △△△△    ◎◎◎◎    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    

21世紀森    ○○○○    ◎◎◎◎    △△△△    ――――    ○○○○    △△△△    △△△△    △△△△    ――――    ――――    ――――    ○○○○    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    △△△△    △△△△    ――――    

恩納谷茶     ○○○○    ○○○○    ○○○○    ◎◎◎◎    △△△△    △△△△    △△△△    △△△△    ――――    ――――    ――――    ――――    ◎◎◎◎    △△△△    ――――    ――――    ◎◎◎◎    △△△△    ――――    △△△△    ○○○○    ――――    

伊計島             ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ――――    △△△△    ――――    ○○○○    △△△△    ――――    ――――    ――――    △△△△    ――――    △△△△    ――――    ――――    ――――    △△△△    ――――    ――――    ○○○○    ――――    

運動公園 △△△△    ○○○○    △△△△    ――――    ――――    △△△△    ――――    △△△△    ――――    ○○○○    △△△△    ――――    ――――    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ○○○○    ――――    △△△△    ――――    ――――    ――――    ――――    

知念岬  ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    △△△△    ――――    ――――    ――――    △△△△    △△△△    △△△△    ――――    △△△△    △△△△    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    △△△△    ――――    

渡嘉敷島   ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ○○○○    ――――    ――――    △△△△    ○○○○    △△△△    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    △△△△    ――――    

保良川       ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ――――    ――――    △△△△    ――――    △△△△    ○○○○    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ○○○○    ――――    

砂山    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    △△△△    ――――    ――――    ――――    ○○○○    ――――    ――――    ――――    ――――    ○○○○    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    △△△△    ――――    

伊良部島  ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    △△△△    ――――    ――――    ――――    ――――    △△△△    ――――    ――――    ――――    ◎◎◎◎    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ○○○○    ――――    

 

 

 

 

⑬カルカリナ         ⑭ペネロプリス       ⑮ペネロプリス  

     カルカ―          アンティラール       プラナータス 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯ペネロプリス        ⑰アルベオリネラ     ⑱シンバロポレッタ 

    ペルテゥース 

 

 

 

 

 

 

 

⑲プラノブリネラ          ⑳ボリビナの一種   

ラルバータ 

 

＊固着性（岩や石にくっついている） 

 

 

 

 

 

 

㉑ホモトレマ          ㉒プラノブリナ 

                             バリアビリアス 

4444....分布の分布の分布の分布の予想予想予想予想    

・知念岬や辺戸岬のように流れの速いところは種類が少なく、形がキレイではないと思う。 

・離島の渡嘉敷島や宮古島は、本島に比べて形がキレイで、種類や量が豊富と思う。 
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5.5.5.5.結果結果結果結果（◎＝たくさんある・○＝ある・△＝少しある） 
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⑬カルカリナ         ⑭ペネロプリス       ⑮ペネロプリス  

     カルカ―          アンティラール       プラナータス 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯ペネロプリス        ⑰アルベオリネラ     ⑱シンバロポレッタ 

    ペルテゥース 

 

 

 

 

 

 

 

⑲プラノブリネラ          ⑳ボリビナの一種   

ラルバータ 

 

＊固着性（岩や石にくっついている） 

 

 

 

 

 

 

㉑ホモトレマ          ㉒プラノブリナ 

                             バリアビリアス 

4444....分布の分布の分布の分布の予想予想予想予想    

・知念岬や辺戸岬のように流れの速いところは種類が少なく、形がキレイではないと思う。 

・離島の渡嘉敷島や宮古島は、本島に比べて形がキレイで、種類や量が豊富と思う。 




