
くらにゅー 
 地域活性化アイデア創作活動in砺波(Tonami)
 6年目に突入!
第6回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト

サイテック
 善ちゃんのサイテック魂！

くらにゅー 
  第73回全日本学生児童発明くふう展
第37回未来の科学の夢絵画展 
移動展スケジュール
 第38回未来の科学の夢絵画展 募集開始!

れんさい
はつめいクラブ センパイ図鑑 Vol.8

ふろく　　レッツチャレンジ つくってあそぼう！
ゆらゆらパンダ

今号の
はつめいプリンセス　
　　　＆プリンス

No.263 2015.7
（平成27年7月号）

も
く
じ

　一宮少年少女発明クラブは平成19年に設立し、現在の会員数は134名（小学4年生～6年生）です。
　活動は、原則毎月第3土曜日で豊田合成株式会社健康管理センター（小学4年生、5年生）、一宮市役所
木曽川庁舎（小学6年生）にて年間10回実施しています。また、新4年生を対象に年1回自然観察会として、
「トヨタの森」等を訪問し、自然に触れる機会の提供や、７月には夏休み特別教室として、発明くふう展覧
会の出展作品作りなどを実施しています。
　保護者の方からは、「なかなか小学生から学ぶことのできないものづくり活動に参加できてうれしい」
と好評をいただいています。
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はさみこみ

一宮少年少女発明クラブ
（愛知県一宮市）

全国の少年少女発明クラブ紹介 vol.20

指導者の豊富な経験と
多彩な企画で

みんな真剣に創作活動に
取り組んでいます。

（松戸市少年少女発明クラブ）
寺倉 佑紀くん（中1）

小学2年生より松戸市少年
少女発明クラブで活動し、今
年で6年目になります。手に
持っているのは小学5年生の
時に発明し、千葉県児童生徒・
教職員科学作品展で優良賞を
受賞した「地震も知らせる壁
かけ目覚まし『セミブラザー
ズ』」です。クラブの先生のご
指導のもと、今後もいろいろ
なものを発明していきます。

4月定例教室
「空気の力で進む車を作ろう」

新４年生を迎えての入講式



少年少女発明クラブニュース
2015年7月号2 『はじっこもつかうぞ〜っ！』のコーナー！　＜編集後記＞

第１回：５月９日（土）

富山県砺波市

●まずは、自分たちの地元“砺波”をもっと知ろう！　
ということで、砺波市役所商工観光課の野村さんか
らお話しを伺いました。

●吉谷先生より、アイデア出しからまとめて
いくための提案がありました。

「…砺波では、もっと全国の人に見て、体験し
て、楽しんでもらいたいイベントや見どころ
があります。クラブ員の皆さん、日ごろのひら
めきパワーでアイデアをお願いします！」

「いくつかの班を作って、それぞれが『会社』として、
リーダー（社長）等の役割を決めて、チームワークで
やってはどうでしょうか」

アイデア創作活動ではものづくりに加
えて、仲間とディスカッションしたり、
皆の前でプレゼンテーションすること
がとても大切です。

ポイント

アイデアを
発表しよう！

この事業は競輪の補助金を
受けて実施するものです

砺波ってどんな
ところだろう？

く
ら
に
ゅ
ー 地域活性化

アイデア創作活動
in砺波(Tonami)



少年少女発明クラブニュース
2015年7月号 3いよいよ7月。色んな募集が始まる季節です。

夏休みをうまく使って素敵な作品作りを頑張ってください！　by OJ

地域活性化アイデア創作活動とは、地域の課題を
子どもたちのユニークなアイデアで解決しようという取り組みです。
今回は、砺波市少年少女発明クラブのみんなでがんばります。

●早速、グループミーティングに
　入ります。
　ここで、吉谷先生から
　「良いアイデアのある“会社”には、

出資金(※ )を出します！」

 

 
　おかげでクラブ員たちも楽しんで

アイデア出しができました。

●各会社ごとにアイデアを模造紙に
　まとめて、みんなの前で発表します。

全4回の活動予定で、9月のとなみ産業
フェアパワー博での発表をめざします。
クラブの皆さんの活動をサポートする
のは、電気の町、大阪日本橋でんでんタ
ウンからやってきた吉谷達嗣先生です。

発明クラブの活動場所「砺波まなび交流館」

次回の活動にこうご期待☆

●第1回目の活動では、砺波の良いところを、もっと全国の皆さんに 
アピールするため、次の4つをポイントにやっていこうとなりました。

　『夜高祭』『熱気球とチューリップ』『北陸新幹線』『子ども歌舞伎』、 
これらを動くジオラマや立体絵本型のポストカード、ご当地キャラ
クターのキーホルダー等で表現していこう。

●これは、“子どもの子ども会社”グループのアイデアシート。 
左に北陸新幹線、真ん中のキャラは、砺波のご当地キャラの 
リップちゃん？

　良いアイデアなので黄色の10万円出資金シールをいただきました。

※あらかじめ用意しておいた
　10万円、30万円、50万円の
　出資金色紙シールのこと。

やった！
出資金をGET！

いろんなアイデアが
でてきたよ！



少年少女発明クラブニュース
2015年7月号4 地元の松戸では、マブチモーターが夏休み親子工作教室を毎年開催しています。

小学4年生が対象で、抽選に当たれば参加してみる予定です。当たったら発明キッズで報告しますね（＾－＾）　by KARA

この事業は競輪の補助金を
受けて実施するものですく
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・PRしたいものをテーマに 
  からくりパフォーマンスカーを作ろう！
・工夫をこらし、パフォーマンスで勝負！
・仲間3人で全国大会を目指そう！

【第5回の結果】
768チームが地区大会に参加、 
うち60チームが全国大会に出場しました！

地域などPRしたいものを
からくりパフォーマンス
に盛り込もう

・応募資格① 
 小学校3年生から中学校3年生の児童・生徒
・応募資格② 
 3名1組、チーム単位での応募を受付。
　（※必ず3名で応募してください）
・最寄りの地区事務局に参加申込書を提出してください。
　※参加申込書は「はつめいキッズ」HP（募集要項）に掲載されています。
　※説明会、指導会、地区大会日程は事務局により異なります。

・全国大会では予選と決勝が行われます！

やることは3つ！ ①動力車と山車を「連結」
 ②からくりパフォーマンス
 ③パフォーマンス実況中継

「全国少年少女チャレンジ創造コンテスト」紹介ページ
では、過去の大会動画なども御覧いただけます。

近隣に地区事務局がない場合等は、 
下記にお問い合わせください。
公益社団法人発明協会 青少年創造性グループ　
TEL：03-3502-5434  FAX：03-3502-3485

やることは2つ！ ①からくりパフォーマンスの概要PR
 ②作品の工夫点、特徴紹介

コンテスト（予選・決勝）

「地区事務局」の最新情報

はつめいキッズHP
http://kids.jiii.or.jp

プレゼンテーション（決勝）制限時間＝1分間 制限時間＝1分間

6年目に突入！
第6回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト

動力車 山車

説明会

課題説明と
基本材料の支給

創作
指導会

6～8月

地区大会

7～8月

コンテスト
委員会

全国大会
出場チーム決定！

9～10月

公開
Web投票

10～11月

全国大会

場所：東京工業大学
　　　屋内運動場

11月28日（土）

からくり
パフォーマンスを
行いながら
走行する「山車」
（1台以上）

連結する



少年少女発明クラブニュース
2015年7月号 5

今号から「はつめいクラブセンパイ図鑑」の企画がスタート！
こんなセンパイがいるよ、という情報があれば教えてくださいね♪　From カズズ

サイエンス演芸師

その16 ｢風船で感動！驚き！恐怖！の3つの科学実験」

サイエンス演芸師｢善ちゃん｣

身の回りは科学で満ち溢れています。日々、｢何か見つけよう｣と意識を持って過ごしていれば、自ずと新たな発見・発明
が生まれることでしょう。サイエンスとテクノロジーで、世の中から「不」を無くす発見・発明を生み出すヒントとなれば
という願いを込めているのが「善ちゃんのサイテック魂」。いろんな実験や工作、雑学を魂込めて提供します！

▼善ちゃんへの質問・お手紙はこちらまで
〒105-0001東京都港区虎ノ門2-9-14

（公社）発明協会 発明クラブニュース係
※質問と回答は紙面でご紹介します。
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＜手順＞
10円玉を風船に入れ大きく膨らませ、風船の口
を閉じます。イラストのように勢いよく振り回
すと、中の10円玉が風船の内側をグルグルと
想像以上に回り続けます。あとは適宜ちょっと
回転を与えると延々と10円玉は回転します。

＜手順＞
ナットを風船に入れ大きく膨ら
ませ、風船の口を閉じます。イラ
ストのように勢いよく振り回す
と、中のナットが内側をグルグル
と回ります。勢いよく回転させれ
ばさせるほど、特徴的な音が発生
します。

＜手順＞
フェライト磁石（直径1cm程度×厚み1cm程度で角に丸みのないもの）
を風船に入れ大きく膨らませ、風船の口を閉じます。もう1つ同じ形の
フェライト磁石を机の上に置き、そこへ風船を近づけ、イラストのように
風船内の磁石と机上の磁石を吸着させます。

応用してみよう！
10円玉2枚だったらどうなるか？10円玉とほかの硬貨だとどうなるか？10円玉と1円玉と
100円玉といったいくつかの組み合わせでどうなるのか？調べてみると面白い発見があると
思います。お金を使いたくない場合はワッシャーを代用できますし、ワッシャーの方が大きさ
も種類も硬貨より豊富ですので面白い実験を発見できますよ！

「善ちゃん」こと北沢善一さんは、もともとは発明クラブの指導員とし
ても活躍されていて、現在は科学の楽しさを日本中のキッズたちに
伝えるために、全国各地へ出向きサイエンスショーやワークショップ
を行っている大人気の先生です！

勢いよく回すと10円玉にかかる遠心力
の力が大きくなり軌道が安定します。
一方、遠心力により風船と10円玉の接
点はゴムに縮む力が生まれ10円玉は押
し返されます。この力のバランスが10
円玉を想像以上に回転させるのです。

円形ではなく六角形をしたナットが風船の内側を強く
押し、角が当たり風船を震わせ音を発生させます。こ
こで生まれた変わった音は是非とも聞いてみたい音で
すし、回している手に伝わる感覚も何とも言えません。
この実験は、ナットの大きさを変えることにより音色
も異なりますし、いろいろなナットを組み合わせてみ
ると応用の実験ができます。

フェライト磁石は黒っぽい色をしているのが特徴
です。そして一般のフェライト磁石どうしを吸着さ
せたり離したりするには、さほど力は要りません。
ところが、磁石の力、磁力は距離の2乗に反比例す
るので近づけば近づくほど吸着する速度は凄まじ
く大きくなり(速くなり)、ゴム風船のゴムを引き千
切ってしまうのです。

磁石が
くっつくと…

まず、今回の風船はラウンドバルーンと言い、一般的に見慣れている
ゴム風船を使います。そして、同じような実験を3つ紹介します。　

《実験をするにあたってのご注意》
※使用する磁石は小さめのフェライト磁石に限定してください。それ以外の磁石を使うと怪我等の原因になります。
※聴覚過敏な方や大きな音を苦手とする方もいますので、この風船の破裂実験をするときは、そうした面で配慮して行ってください。
※風船の破裂の際、風船の破片の飛散や破裂音により眼球や聴覚に障害をもたらす可能性もありますので、くれぐれも安全確保のため
　距離を置いて実験してください。



少年少女発明クラブニュース
2015年7月号6 暑い夏がやってきました！作品作りに夢中になっても水分補給はこまめにとること。

熱中症には十分気を付けてね。　by ケンシロウ

第73回全日本学生児童発明くふう展 恩賜記念賞
『垂直回転軸平行車輪による全方向走行システム』

第37回未来の科学の夢絵画展 文部科学大臣賞
『金属を栄養にする木「木金属」』

第73回全日本学生児童発明くふう展・第37回未来の科学の夢絵画展の受賞作品や各都道府県で実施された
コンクール受賞作品などが展示されます（展示内容は各会場によって異なります）。
お近くで開催される際は、どうぞご来場ください。

第73回全日本学生児童発明くふう展
第37回未来の科学の夢絵画展

移動展スケジュール

地域 展示期間 会　場 くふう展
作品展示

くふう展作品
パネル展示

くふう展作品
DVD上映

絵画展
作品展示 お問合せ先 TEL

青森県 10月31日（土）〜11月1日（日） イトーヨーカドー青森店
（青森市） ○ ○ (一社)青森県発明協会 017-762-7351

岩手県 10月10日（土） 岩手県工業技術センター
（盛岡市） ○ ○ ○ (一社)岩手県発明協会 019-634-0684

宮城県 10月27日（火）〜10月31日（土） 東北電力グリーンプラザ（仙台市） ○ ○ ○ (一社)宮城県発明協会 022-779-6255

山形県 10月23日（金）〜10月25日（日） 尾花沢市文化体育施設サルナート（尾花沢市） ○ ○ (一社)山形県発明協会 023-644-3316

群馬県 10月28日（水）、31日（土）、11月1日（日） 群馬県産業技術センター（前橋市） ○ ○ (一社)群馬県発明協会 027-287-4500

千葉県
6月13日（土）〜7月31日（金） 千葉県立現代産業科学館

（市川市） ○ ○ ○ 千葉県立現代産業科学館 047-379-2005

9月12日（土）〜9月19日（土） 千葉市生涯学習センター
（千葉市） ○ 千葉市教育委員会 043-245-5958

東京都 10月7日（水）〜10月11日（日） 北とぴあ（北区） ○ ○ 北区教育委員会 03-3908-9323

神奈川県 11月6日（金）〜11月8日（日） 神奈川中小企業
センタービル（横浜市） ○ (一社)神奈川県発明協会 045-633-5055

愛知県
10月24日（土）〜11月1日（日）の間に
入替え展示、詳しくはお問合せください。

ミッドランドスクエア
（名古屋市） ○ ○ ○ ○ (一社)愛知県発明協会 052-223-5641

9月12日（土）〜9月13日（日） 一宮スポーツ文化センター
（一宮市） ○ ○ 一宮商工会議所 0586-72-4611

岐阜県

7月18日（土）〜7月19日（日） 恵那市市民会館
（恵那市） ○ (一社)岐阜県発明協会（恵那） 0573-26-2111

9月5日（土）〜9月6日（日） 可児市福祉センター
（可児市） ○ (一社)岐阜県発明協会（可児） 0574-62-1111

9月11日（金）〜9月13日（日） 中津川市にぎわいプラザ
（中津川市） ○ (一社)岐阜県発明協会（中津川） 0573-66-1111（内4263）

9月10日（木）〜9月14日（月） わかくさ・プラザ学習館
（関市） ○ (一社)岐阜県発明協会（関） 0575-23-6753

10月23日（金）〜10月26日（月） マーサ21（岐阜市） ○ ○ ○ （一社）岐阜県発明協会（岐阜） 058-370-8851

福井県 9月26日（土）〜10月4日（日） 福井県立こども歴史文化館
（福井市） ○ (一社)福井県発明協会 0776-55-1195

京都府 10月1日（木）〜10月2日（金） 京都リサーチパーク
東地区1号館（京都市） ○ (一社)京都発明協会 075-315-8686

兵庫県 10月31日（土）〜11月3日（火） バンドー神戸青少年科学館
（神戸市） ○ (一社)兵庫県発明協会 078-731-5847

奈良県 12月4日（金）〜12月6日（日） 奈良市美術館（奈良市） ○ (一社)奈良県発明協会 0742-34-6115

和歌山県 10月31日（土）〜11月1日（日） フォルテワジマ（和歌山市） ○ (一社)和歌山県発明協会 073-432-0087

島根県 11月7日（土）〜11月8日（日） 出雲科学館（出雲市） ○ (一社)島根県発明協会 0852-60-5146

岡山県 7月24日（金）〜7月25日（土） テクサポート岡山（岡山市） ○ ○ (一社)岡山県発明協会 086-286-9656

広島県 11月19日（木）〜11月23日（月） 広島市こども文化科学館（広島市） ○ ○ (一社)広島県発明協会 082-241-3940

山口県 6月13日（土）〜6月28日（日） 防府市青少年科学館
ソラール（防府市） ○ (一社)山口県発明協会 083-922-9927

福岡県
10月15日（木）〜10月18日（日） 福岡市立少年科学文化会館（福岡市） ○ (一社）福岡県発明協会 092-409-5480

10月21日（水）〜10月25日（日） 北九州市立児童文化科学館（北九州市） ○ (一社）福岡県発明協会 092-409-5480

大分県 11月21日（土）〜11月23日（月） iichiko総合文化センター（大分市） ○ (一社)大分県発明協会 097-596-7121

鹿児島県 12月11日（金）〜12月12日（土） かごしま県民交流センター（鹿児島市） ○ (一社)鹿児島県発明協会 099-295-0171
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現在、
開催中!!



少年少女発明クラブニュース
2015年7月号 7今年は、2年に一度の少年少女発明クラブ創作展が10月にあります。

みなさん、頑張って素晴らしい作品を作ってください。　by パセリ
毎日暑いけれど、熱中症にならないように体調に
気をつけて創作がんばっていきましょう。　by うずら

く
ら
に
ゅ
ー

１　募集部門・応募資格

２　画材・作品の大きさ

３　応募作品について

４　応募方法

５　締　切

６　表　彰

７　発表・表彰式

８　お問合せ
第37回特許庁長官賞受賞作品
成長するエコえんぴつ

第37回経済産業大臣賞受賞作品
ムキムキおばあちゃん

●小学校・中学校の部・・・・全国の小学生、中学生
●幼稚園・保育園の部・・・・全国の幼稚園児、保育園児
●外国人学校の部・・・・・・日本国内の外国人学校に在籍する生徒（１～９年）

①絵の具、クレヨン、サインペンなど自由です。
　Ｂ3判（36．4cm×51．5cm）または四つ切（38cm×54cm程度）の画用紙を使用してください。
　厚さ3mmを超えるものや用紙サイズの異なるものは選外となります。
②パソコンを使って描いた作品の場合は、Ａ4判（21．0cm×29．7cm）の用紙でも応募可能です。
　ただし、オリジナルな1枚の静止画とします。

未来の科学の夢や未来の世界を描いた作品。

所定の申込書に必要事項を記入し送付してください。
申込書は発明キッズホームページ（http://kids.jiii.or.jp）からダウンロードできます。

●小学校・中学校の部・・・・・・・・・・・各地域で締切日が異なります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最寄の発明協会にお問い合わせください。
●東京都内小中学校／
　幼稚園・保育園の部／外国人学校の部・・・平成27年11月25日（水）消印有効

小学校・中学校の部
　　　★特別賞／11点　★優秀賞／約50点　★奨励賞／約70点
幼稚園・保育園の部
　　　★特別賞／1点　★優秀賞／5点　★奨励賞／約40点
外国人学校の部
　　　★特別賞／1点　★優秀賞／約5点　★奨励賞／約10点

発表：平成28年3月中旬予定
展覧会・表彰式：平成28年4月　東京都内にて開催予定

発明キッズホームページ（http://kids.jiii.or.jp）
または、発明協会　青少年創造性グループ（TEL 03-3502-5434）までご連絡ください。

第38回未来の科学の夢絵画展
募集開始！



平成13年（小1）～平成21年（中2）までの８年間にわたり、
クラブ員として活躍していました。

地元名古屋の名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学
科２年生として、工業製品のデザインを習得中。クラブを卒
業して６年後、豊田少年少女発明クラブのOM（Odyssey of 
the Mind® ）世界決勝大会メンバーのコーチとして活躍して
います。

クラブ員時代の安藤さん（当時14歳）。2010年ミシ
ガン州立大学で行われたOM世界決勝大会に豊田
少年少女発明クラブチームの選手としてバルサ構
造物競技に出場。模型飛行機等で使うバルサ材で構
造物を作り、重量上げで使うウェイトを積み243kg
の記録で活躍。（バルサ構造物は重さ18g以内、高さ
20.32cm以上の規定）

バルサ構造物
重さ：18g以下
高さ：20.32cm以上

現在の安藤さん。2015年に開催されたOM世界決
勝大会にコーチとして参加。バルサ構造の開発指
導、1個20kgにもなるウェイトの乗せ方、大会の心
構え等、選手として参加した知見を、現役の選手7
人に兄貴分として、優しくも厳しく指導し、大会で
も大活躍。入場パレードでは、“和”を表現し、日本
チームの入賞に貢献しました。

センパイからのメッセージ
私は今、大学でデザインの勉強をしています。一見、発明とデザインは違うようなものに思えますが、共通点があります。それ
は創意工夫の心で物事を改善するということです。自分の身の回りの不便なことなどを常日頃、観察しておき、それを解決で
きるようなアイデアをもって、不便を解消する。このような視点をいつも自分の中に持っておきましょう。そうすれば、自然
に新たな発明を生み出すことは簡単になると思います。それではみなさん、頑張ってください。

この印刷物は100%リサイクル用紙と、環境に
やさしい植物油インキを使用し、有害な廃液が
出ない水なし印刷方式で印刷しています。

青少年創造性グループ

〒105-0001　東京都港区虎ノ門2-9-14
TEL 03（3502）5434　FAX 03（3502）3485
メールアドレス　souzou@jiii.or.jp
公益社団法人発明協会ホームページ
 http://koueki.jiii.or.jp/
はつめいキッズホームページ  http://kids.jiii.or.jp/
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環境に配慮した植物油インキを
使用しています

このニュースは競輪の補助金を受けて作成したものです。
http://ringring-keirin.jp/

豊田少年少女発明クラブ（愛知県）
お名前 在 籍 時 期

プロフィール

40年以上の歴史をもつ少年少女発明クラブ。
これまで何人ものクラブ員たちが活躍してきました。
当時の発明クラブ員たちは、今では立派な大人。
いったいどんなところでどんな活躍をしているの？
センパイ図鑑で調べてみよう！
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「世界を相手にする
  発明クラブ員」

安
あんどう

藤　大
たいすけ

将さん（20歳）

After（2015年）Before（2010年）


