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家のガジュマルをヒゲいっぱいにしたい！
   宮古島市立南小学校

２年 親泊奈生


１．１．１．１．研究研究研究研究ののののどうきどうきどうきどうき
   昨年、ガジュマルの気根の長さをはかる研究をした。その研究から、気根がよく伸び

る場所とあまり伸びない場所があることがわかった。
私の家のガジュマルには、昨年、気根が生えなかった。そこで気根がよく生えるじょ

うけんをしらべて、そのじょうけんで気根を生やしたいと思った。また昨年の発表会で

「気根の茶色の部分は伸びますか」「ガジュマルのしゅるいはなんですか」という質問が

あったので、それもしらべたい。                        
 ※ガジュマルのヒゲは気根（きこん）という名前があるので、これからは気根とかく。


２．２．２．２．研究研究研究研究のののの目てき目てき目てき目てき
（１）気根がよく伸びるじょうけん（天気・気温・湿度・風が当たるか・日光があたるか・

葉の数）をたしかめる。
（２）私の家のガジュマルに、気根を生やす。
（３）気根の茶色の部分が伸びるかをしらべる。
（４）観察したガジュマルのしゅるいをしらべる。


３．３．３．３．研究研究研究研究のののの方法方法方法方法ととととけっかけっかけっかけっか                                        
（１）観察した場所：大野山林・中央こうみんかん・パイナガマビーチ（昨年と同じ場所）

月～１２月まで気根が伸びるようすを観察した。そして気根が伸びた時のじょうけ

ん（天気・気温・湿度・風が当たるか・日光があたるか・葉の数）をきろくした。


  【けっか】          
表１表１表１表１ 気根がよく伸びるじょうけん

しらべたこと よく伸びたじょうけん 気がついたこと
天気 雨の後 雨の日がつづくとよく伸びていた。

気温（℃） １８℃～３３℃（他の気

温では、しらべていない）
夏はよく伸びた。
１２月でも伸びていた。

湿度（％） ９０％より高い ジメジメしている時よく伸びた。
風 風が当たらない 風が当る所では、気根の先の白い気根

が乾燥して伸びなくなった。
日光 日光が当たらない 暗いところに気根が多い。
葉の数 多い 葉が多い木のほうが気根は多かった。




（２）観察した場所：私の家のガジュマル
【私の家のガジュマルのようす】ガジュマルは鉢うえされていて、家の南東がわにある。
私が動かそうとしても動かせない（根が地面の下まで伸びているとおもう）。２０１８

年７月に葉を切るまえは、気根が５本くらいあった。でも葉を切ってからしばらくし

て全部の気根がなくなり、その後は気根が生えなかった。
   









写真１写真１写真１写真１ 年７月（葉を切った後）      写真２写真２写真２写真２ 年８月


実験１実験１実験１実験１        
８月１８日から毎日、朝夕に水を約 リットルかけて、気根が生えるかを観察した。

【けっか】４３日たっても気根は生えなかった。
            

実験実験実験実験２２２２    
家のガジュマルは、よく風が当たり、午後３時

頃まで日光が当たることから、気根が生えにくい
と考えた。それで木箱でかこうことにした。
（木箱は９０ｃｍ×５８ｃｍ×５２ｃｍ）
葉に日光が当たるように木箱の上は開け、実験１
と同じようにガジュマルに水をかけた。        写真３写真３写真３写真３ 木箱で囲った     

【けっか】４５日たっても気根は生えなかった。     


実験実験実験実験３３３３    
木箱の中の湿度を高くするために、ビニールで

木箱をおおうことにした。そして実験１と同じ
ように水をかけた。

【けっか】ビニールでおおった後は、木箱の中の
湿度は外よりも高くなった（６０％～８５％）。
その後、７日間ずっと雨がふって、木箱の中     写真写真写真写真４４４４ビニールでおおった
の湿度が９２～９５％まで上がった。すると
予想どおり気根が生えた（写真５・６）。

家のガジュマルをヒゲいっぱいにしたい！

宮古島市立南小学校
２年　親泊奈生



25

家のガジュマルをヒゲいっぱいにしたい！
   宮古島市立南小学校

２年 親泊奈生


１．１．１．１．研究研究研究研究ののののどうきどうきどうきどうき
   昨年、ガジュマルの気根の長さをはかる研究をした。その研究から、気根がよく伸び

る場所とあまり伸びない場所があることがわかった。
私の家のガジュマルには、昨年、気根が生えなかった。そこで気根がよく生えるじょ

うけんをしらべて、そのじょうけんで気根を生やしたいと思った。また昨年の発表会で

「気根の茶色の部分は伸びますか」「ガジュマルのしゅるいはなんですか」という質問が

あったので、それもしらべたい。                        
 ※ガジュマルのヒゲは気根（きこん）という名前があるので、これからは気根とかく。


２．２．２．２．研究研究研究研究のののの目てき目てき目てき目てき
（１）気根がよく伸びるじょうけん（天気・気温・湿度・風が当たるか・日光があたるか・

葉の数）をたしかめる。
（２）私の家のガジュマルに、気根を生やす。
（３）気根の茶色の部分が伸びるかをしらべる。
（４）観察したガジュマルのしゅるいをしらべる。


３．３．３．３．研究研究研究研究のののの方法方法方法方法ととととけっかけっかけっかけっか                                        
（１）観察した場所：大野山林・中央こうみんかん・パイナガマビーチ（昨年と同じ場所）

月～１２月まで気根が伸びるようすを観察した。そして気根が伸びた時のじょうけ

ん（天気・気温・湿度・風が当たるか・日光があたるか・葉の数）をきろくした。


  【けっか】          
表１表１表１表１ 気根がよく伸びるじょうけん

しらべたこと よく伸びたじょうけん 気がついたこと
天気 雨の後 雨の日がつづくとよく伸びていた。

気温（℃） １８℃～３３℃（他の気

温では、しらべていない）
夏はよく伸びた。
１２月でも伸びていた。

湿度（％） ９０％より高い ジメジメしている時よく伸びた。
風 風が当たらない 風が当る所では、気根の先の白い気根

が乾燥して伸びなくなった。
日光 日光が当たらない 暗いところに気根が多い。
葉の数 多い 葉が多い木のほうが気根は多かった。




（２）観察した場所：私の家のガジュマル
【私の家のガジュマルのようす】ガジュマルは鉢うえされていて、家の南東がわにある。
私が動かそうとしても動かせない（根が地面の下まで伸びているとおもう）。２０１８

年７月に葉を切るまえは、気根が５本くらいあった。でも葉を切ってからしばらくし

て全部の気根がなくなり、その後は気根が生えなかった。
   









写真１写真１写真１写真１ 年７月（葉を切った後）      写真２写真２写真２写真２ 年８月


実験１実験１実験１実験１        
８月１８日から毎日、朝夕に水を約 リットルかけて、気根が生えるかを観察した。

【けっか】４３日たっても気根は生えなかった。
            

実験実験実験実験２２２２    
家のガジュマルは、よく風が当たり、午後３時

頃まで日光が当たることから、気根が生えにくい
と考えた。それで木箱でかこうことにした。
（木箱は９０ｃｍ×５８ｃｍ×５２ｃｍ）
葉に日光が当たるように木箱の上は開け、実験１
と同じようにガジュマルに水をかけた。        写真３写真３写真３写真３ 木箱で囲った     

【けっか】４５日たっても気根は生えなかった。     


実験実験実験実験３３３３    
木箱の中の湿度を高くするために、ビニールで

木箱をおおうことにした。そして実験１と同じ
ように水をかけた。

【けっか】ビニールでおおった後は、木箱の中の
湿度は外よりも高くなった（６０％～８５％）。
その後、７日間ずっと雨がふって、木箱の中     写真写真写真写真４４４４ビニールでおおった
の湿度が９２～９５％まで上がった。すると
予想どおり気根が生えた（写真５・６）。



26

                               








写真写真写真写真５５５５家のガジュマルの気根外がわ  写真６写真６写真６写真６家のガジュマルの気根内がわ

（３）気根の茶色の部分が伸びるかをしらべた。

ビニールテープをはって、７月～２月の気根の長さ
をはかった。（パイナガマ１本、中央こうみんかん３本、
大野山林７本の気根でしらべた）。

【気根の長さのはかり方】
気根の生えている枝からの長さ
をはかった。テープをつけた気
根の茶色の部分が伸びるかど
うかを観察した。
【けっか】茶色の部分は伸びな
かった。白色の部分は伸びた。             

写真７写真７写真７写真７テープをつけた気根                                            写真写真写真写真８８８８気根の茶色と白色の部分
      

（４）ガジュマルのしゅるいをしらべた。         
大野山林・中央こうみんかん・パイナガマビーチのガジュマルの葉の形は同じであっ

た。図書館の本でしらべたら、和名「ガジュマル」だった。家のガジュマルは、葉が丸
く小さかった。インターネットで調べると、パンダガジュマル（センカクガジュマルを
接ぎ木していくうちに、とつぜんへんいしたもの）とわかった（写真 ）。











写真写真写真写真９９９９ガジュマルの葉くらべ                        写真写真写真写真 家のガジュマル


白色の

部分は

伸びた

茶色の

部分は

伸びな

かった

気根
４．４．４．４．まとめとまとめとまとめとまとめとこうさつこうさつこうさつこうさつ                                                                                                        
 ・大野山林・中央こうみんかん・パイナガマビーチのガジュマルの気根が伸びたときの

じょうけんをしらべた。気根がよく伸びていたのは、雨の後・風と日光が当たりにくい
所・湿度９０％より高い・葉の多い木だった。気根は、１８℃の時でも伸びていた。予
想より低い温度でも伸びることがわかった。

・私の家のガジュマルは、水をかけるだけでは気根は生えなかった。風と日光が当たらな
いように木箱でかこったが、それでも気根が生えなかった。そこで気根がよく伸びた大
野山林と同じように、湿度を高くするためビニールでおおったら、木箱の中の湿度が高
くなった。また雨がふったら、木箱の中の湿度が９２％～９５％まで上がった。そして
予想どおり気根が生えた。

・気根が生えるには、いろんなじょうけんがそろうことが必要で、大切なのは湿度が高い
こと、風があまり当たらないことだとわかった。

・気根の先の白色の部分は伸びて、茶色の部分は伸びなかった。
・大野山林・中央こうみんかん・パイナガマビーチのガジュマルは、和名で「ガジュマル」

ということがわかった。
・私の家のガジュマルは、葉の形が丸いパンダガジュマルとよばれていることわかった。
・大野山林の竜の池のガジュマルの気根は、雨の日が長くつづくと黒くやわらかくなって
切れていた。また家のガジュマルに雨の日でも水をかけたら、気根が黒くなった。この
ことから湿度が高い時に気根は伸びやすいが、湿度が高い日が長くつづくと、気根は切
れやすくなることがわかった。


５．５．５．５．ここここれれれれからしらべたいことからしらべたいことからしらべたいことからしらべたいこと
    ・家のパンダガジュマルの気根が、どのくらい生えるかをたしかめたい。
・パンダガジュマルとガジュマルの種を植えて育ててみたい。


６６６６．．．．研究研究研究研究をしをしをしをした感想た感想た感想た感想                
 ・家のガジュマルの気根がなかなか生えなかったので、やっと生えた時はうれしかった。
・家のガジュマルが、めったにないパンダガジュマルだと知っておどろいた。
・ガジュマルについての本が少なかった。ガジュマルのことをしらべて絵本を作りたい。


７．７．７．７．参考文参考文参考文参考文けんけんけんけん
・「沖縄の都市緑化植物図鑑」          
（財）海洋博覧会記念公園管
理財団

 ・ 


・
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