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　防府市少年少女発明クラブは、平成13年3月
に全国で147番目、山口県内で5番目の発明ク
ラブとして開設しました。
　工作や実験の基礎技術を学び、チームで問題
の解決方法を考えることで、自ら考えて仲間と
協力して新たなものを作り上げる人材の育成を
目指しています。
　今年度の会員は41名で月２回程度、土曜日の
午前中に防府市青少年科学館（ソラール）及び周
辺の公共施設で活動しています。
　初年度の会員は工作や化学実験の基礎を学ん
でいます。継続会員は電気・電子工作と化学実験
の2つのコースに分かれて、より深い内容に取
り組んでいます。
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はさみこみ

防府市少年少女発明クラブ（山口県）
全国の少年少女発明クラブ紹介 vol.23

自ら学び、協力して新たなものを
作り上げる人材の育成を目指して

（防府市少年少女発明クラブ）
内山 美優さん（中1）

昨年から発明クラブの会員になり、初めて応募
した2014やまぐち未来の科学の夢絵画展で奨
励賞を受賞しました。
今年は電気・電子工作コースでプログラミング
とライントレーサーの工作に挑戦しています。

今年度の開講式

初年度会員の活動風景

継続会員による化学実験と
電気・電子工作

4〜5

はつめ
い

プリン
セス　

　＆プリ
ンス



少年少女発明クラブニュース
2016年1月号2 『はじっこもつかうぞ〜っ！』のコーナー！　＜編集後記＞

　11月28日（土）、東京工業大学 大岡山キャンパス屋内運動場において、第6回全国少年
少女チャレンジ創造コンテスト全国大会が開催されました。当日は晴天に恵まれ、多くの来
場者にもお越しいただき、会場は熱気に包まれました。
　全国660チームの中から選抜された60の代表チーム。アイデアをぎっしりつめ込んだパ
フォーマンスカーで熱い戦いを繰り広げました。

開会式での選手宣誓
（広島県代表）

予選コンテスト
パフォーマンスを実況し
ながら60チームが順に走
行を行いました。コンテス
ト委員による評価、審判の
判定、来場者による投票に
より、午後の決勝コンテス
トに進出する20チームが
選抜されました。

決勝コンテスト
1分間のプレゼンテーションに続いて１分間の走行を行いました。

愛知県代表（豊橋少年少女発明クラブ）
「コットンキャンディー」
作品テーマは、豊橋の名物「凧あげ」。
タイヤの回転する力を利用して巻き尺を繰り出し、凧が空
高くあがる様子を見事に表現。手筒花火からは豊橋の名産
品がいくつも飛び出しました。

東京都代表（町田市少年少女発明クラブ）
「ＷＩＴ」
作品テーマは、「奥深き東京」。
東京駅の駅舎がせり上がりLEDで飾られた地下街が
姿を現しました。最後尾の山車からは国産ジェット機
も飛び立ちました。

特別賞
（金メダル）

特別賞
文部科学大臣賞
（総合部門最優秀チーム）

特別賞
特許庁長官賞
（アイデア・パフォーマンス部門最優秀チーム）

この事業は
競輪の補助金を受けて

実施しました

特別協賛：株式会社 荏原製作所
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第６回全国少年少女
チャレンジ創造コンテスト

全国大会



少年少女発明クラブニュース
2016年1月号 3お正月のお休み中は、とにかくたくさん食べて寝て、

3月のくふう展、4月の絵画展に向けて栄養を蓄えました。　by　OJ

発明協会会長賞（小学校低学年の部）
千葉県代表（松戸市少年少女発明クラブ）

「松」 作品：「松戸の花火」

JKA会長賞
山形県代表（米沢少年少女発明クラブ）

「Boyz Ⅲ Men」 作品：「夢未来・山形」

NHK会長賞
愛媛県代表（砥部町立砥部中学校） 
「夢の四国新幹線走らせ隊」 

作品：「牛車・ぼっちゃん列車から夢の四国新幹線へ」

発明協会会長賞（中学校の部）
広島県代表（広島少年少女発明クラブ）

「広島折鶴隊」 作品：「ＨＴＩＴ 2nd」

日本弁理士会会長賞
愛知県代表（幸田町少年少女発明クラブ）

「トリプルスター☆☆☆」 作品：「自然と工業が調和する未来の幸田町」

WEBポイント賞
京都府代表（京都市立音羽小学校）

「京モノづくり隊」 作品：「京の四季と文化」

発明協会会長賞（小学校高学年の部）
愛知県代表（刈谷少年少女発明クラブ）

「竜の巣」 作品：「これが万燈だ！！」

荏原製作所賞
滋賀県代表（栗東市少年少女発明クラブ）

「Mother Lakes」 作品：「走れ!! ぼくらの弁天号!!」

読売新聞社賞
愛知県代表（碧南市少年少女発明クラブ）

「チーム 新川」 作品：「MIRAIから環境未来へ」

日時：平成27年11月28日（土）  10:00〜16:30
会場：東京工業大学　屋内運動場
来場者：約800名（選手含む）

主催：公益社団法人発明協会
後援：文部科学省、経済産業省、特許庁、日本弁理士会、NHK、
 読売新聞社、東京工業大学、全国連合小学校長会、全日本中学校長会
特別協賛：株式会社 荏原製作所

チャレコン全国大会概要

惜しくも受賞をのがした決勝進出チーム

優秀賞
（銀メダル）

地域（クラブ名または学校名） チーム名（作品名）

青森県（五所川原市） 津軽りんごガールズ（津軽のカーニバル）

宮城県（仙台市青葉） チーム伊達政宗（届け！復活への大ジャンプ！）

茨城県（日立） ハッスルTSY（竜神大吊橋とバンジージャンプ）

静岡県（三島市） kawasemi（的をねらえ、流鏑馬）

愛知県（豊田） STR 豊田（豊田の季節と産業）

愛知県（安城市） チーム MIRIA（きらきら七夕パレード）

岡山県（津山市） 宇田川榕菴津山珈琲倶楽部（岡山に来んちゃい!!）

愛媛県（砥部町立砥部中学校） 八十八カ所巡り隊（四国遍路を世界遺産に！）

沖縄県（なは市） ゴッチーナ（年中遊べるオキナワの海）

表彰式
競技終了後に開催されたコンテスト委員会で
特別賞以下各賞が決定し、表彰式が行われま
した。特別賞には賞状と金メダル、優秀賞に
は賞状と銀メダル、全国大会に出場した選手
に銅メダルが贈呈されました。
また、金銀に届
かなかった決勝
進出チームに
は、後日認定証
が贈られます。



少年少女発明クラブニュース
2016年1月号4

チャレコンの全国大会で決勝進出を果たすと、かっこいい３本の矢のマークが入った
「認定証」がもらえることになりました。がんばって決勝進出目指してね！　by　KARA

2015 I E Y I（世界青少年発明工夫展）
日本代表大活躍！全員が受賞！

名　　称：2015 International Exhibition for Young Inventors（世界青少年発明工夫展）
主　　催： 新北市、国立台湾師範大学
開催期間： 平成27年11月16日～11月18日（派遣期間 11月14日～11月20日）
会　　場： 新北市政府庁舎　大礼堂

昨年11月14日から11月20日まで、台湾の新北市に派遣された台湾派遣団の模様を写真と共にご紹介します。

台湾派遣団結団式が発明会館で挙行されました。
今年の団員は、過去最多となる12名！

明日からの本番に向け、各自ブー
スの設営を行いました。小学生の
団員を高校生がフォローするなど、
日本チームは決断力が強い！
さあ、明日から頑張るぞ！

オープニングセレモニーには、台湾の
馬英九総統もお越しくださいました！

審査委員はもちろん、メディアや出展者、地元の学生からも質問攻め。
緊張したけど、みんな積極的に英語を使って頑張って説明しました。
日本ブースは大盛況のうちに１日目を終えました！

初日（平成27年11月14日）

2日目（11月15日）

3日目（11月16日）

この事業は
競輪の補助金を受けて
実施しました
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少年少女発明クラブニュース
2016年1月号 5こたつむりの季節ですがこたつが無いので猫で暖をとっています。

今年も一年元気に楽しくいきましょう！　by　うずら

展覧会終了後、表彰式が行われました。その結果は…
驚くほどのメダルラッシュ！日本団員全員が受賞する快挙となりました！！

展覧会終了後、台北市内を視
察。そして帰国の途へ。別れ
はさみしいけど、普段の生活
では決して経験できないこと
を多く学びました！またこの
メンバーで会おう！

（第72回全日本学生児童発明くふう展受賞者）

（第37回未来の科学の夢絵画展受賞者）

（第4回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト受賞者）

2015 IEYI　参加・出展状況
◆参加国・地域
台湾、香港、インドネシア、日本、マカオ、
マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナム　
◆参加作品数
創作品107作品、絵画30作品

氏名 IEYI 賞名
國分 崇宏 金賞、マレーシア特別賞
石山 翔雲 銀賞
海田 匠美 銀賞、インドネシア特別賞
池田 直哉 銀賞、タイ特別賞
笹崎 晃瑶 銅賞

中村 航太郎 金賞、タイ特別賞
高橋 諒 銅メダル、マカオ特別賞

氏名 IEYI 賞名
相生 康博 金賞
金田 仁愛 銀賞、台湾特別賞

氏名 IEYI 賞名
田中 廉
森 優太

長山 亮太
香港特別賞、台湾特別賞

6日目～最終日
（11月19日～20日）

展覧会二日目も日本ブースにはた
くさんの人たちが訪れました！こ
の日になると説明もだんだん堂に
入ってきました。

いよいよ展覧会最終日。
他国の子どもたちとも交流を
深めました。
そして表彰式へ…

5日目（11月18日）

表彰式

4日目（11月17日）

「バイエル イノベーション寄付BOX
 あなたの100円が末来の発明王を育てる」が
 東京タワーに設置されました

　12月9日（水）から13日（日）の間、東京タワーフットタ
ウン2Fの特設会場に、全長3.6m、高さ2.1mに及ぶ巨大
な「バイエルイノベーション寄付BOX」が設置されました。
　アスピリンなどで有名なドイツの製薬会社、バイエ
ルホールディング株式会社は、同社のミッションである

「Science For A Better Life」のもと、イノベーションを
支える仕組みや文化の重要性を伝える活動を行っており、
その一環として、未来のイノベーションの担い手である青
少年を対象とした寄付BOX設置を実施されました。
　寄付BOXへ寄せられた皆様からのご厚意は、後日当協
会へ寄付金として贈られる予定です。

コインを入れると動き出す
カラクリ仕掛けになっている
日本最大級の募金箱！



少年少女発明クラブニュース
2016年1月号6 あっという間に年が明けてしまったような気がします。

現在、発明くふう展の準備の真っ只中。今年はどんな作品が入賞するのかとても楽しみです！！　by　ケンシロウ

2015全国少年少女発明クラブ創作展
（in 徳島市）

第77回少年少女発明クラブ全国会議

　全国の少年少女発明クラブの指導員や関係者が集まり、発明クラブの運営や
指導方法についての情報交換、意見交換を行う「少年少女発明クラブ全国会議」
を「2015全国少年少女発明クラブ創作展」に併せて開催しました。

　発明クラブの活動紹介では、川崎北部少年少
女発明クラブから、クラブ運営において保護者が
運営委員として大きく寄与してくださっている
こと、豊田少年少女発明クラブからは、クラブ員
の対象年齢に応じたカリキュラムを組んで活動
に取り組んでいる等の発表が行われました。

　続いて、羽咋市、川崎北部、豊田、山形の少年少
女発明クラブより、オリジナル教材の紹介と実物
展示が行われました。

　10月24日、25日の2日間にわたり、徳島県徳島市で「2015全国
少年少女発明クラブ創作展」が開催されました。
　48か所の発明クラブからユニークな作品が集まり、たくさんの
来場者に見て触れて楽しんでもらいました！
　会場では、「2015とくしま子ども発明・科学の祭典」が同時開催さ
れ、親子連れや多くの子どもたちでにぎわいました。2日間で6千人
を超える来場者がモノづくりの楽しさを存分に体験しました。

会期：平成27年10月24日（土） 25日（日）　会場：徳島県立産業観光交流センター「アスティとくしま」

会期：平成27年10月24日（土）　会場：阿波観光ホテル（徳島市）

この事業は
競輪の補助金を受けて
実施しました

「気体潤滑運動体」
乾電池４本の力で、人を乗せて進
みます。
（松戸市少年少女発明クラブ）

「未来の来島海峡大橋レジャー施設」
将来こんな施設になったらいいなと
いうアイデアを形にしました。
（今治市少年少女発明クラブ）

「ジオラマ“ほたるの里”」
のぞき窓に近づくとLED蛍が点滅し、小川のせ
せらぎとコオロギの鳴き声が聞こえます。
（北島町少年少女発明クラブ）

紙面の
都合で

少しで
すが、

出展作品を

ご紹介します！
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少年少女発明クラブニュース
2016年1月号 7

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19 ｢静電気で奇妙なものを浮かせよう！」

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。

サ
イ
テ
ッ
ク

「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！

❶ 持ち易さと、1本で2本分になる
お得感から、ペンシルバルーン
を半分に切ります。

❸ ビニル袋はハサミで3cm程度に
切ってリング状にします。

　 (以下、｢ビニル｣と言います)

❷ ❶で半分にした風船をパンパン
に膨らませます。

用意するもの

作り方＆遊び方

・ペンシルバルーン

ペンシルバルーンもビニル袋(ポリエチ
レン製)もクッキングペーパーでこする
と静電気が起き、マイナスに帯電します。
マイナスとマイナスの同じ極は反発しま
すので浮かすことができます。
ビニルがリング状に開いて浮かすことが
できれば、これを輪投げのようなゲーム
として遊ぶこともできます。

反発せず、ビニルが風船にくっついてしまう場合
があります。これはビニルがプラスに帯電してい
るためです。その時はビニルを帯電する時にビニ
ルを置く場所や擦る物を変えて実験してみてくだ
さい。擦る方法によって帯電したり、帯電する極
が変わったりするのが、このような静電気実験で
一番難しいことですので、めげずに挑戦し成功す
る感動を味わってください。

プカプカと奇妙なものが宙に浮いています。
静電気で浮かせているのです！
そして、実は、静電気でモノを浮かせる実験の中で、
最も簡単にできる実験なのです。

分かること

・ビニル袋
　(ポリエチレン製
　 半透明の薄いもの)

・クッキングペーパー
　(パルプ製、不織布が理想です)
※クッキングペーパーは大勢で行う時に

便利なのでお勧めしましたが、個人で実
験するときはウールのマフラーやセー
ターで代用しても問題ありません。

❹ ビニル袋を机(ツルツルした木製
が一番身近でしょう)の上に置き、
端っこを押さえながらクッキング
ペーパーで強く早く数回こすりま
す。このとき、ビニルがピタッと机
にくっ付いていることを確認くだ
さい。

❻ ビニルが手にまとまりつかない
ように、端っこを摘み、勢いよ

く上部へ投げ、
下からペンシ
ルバルーンを
近付けると、ビ
ニルが反発し
プカプカと宙
に浮きます。

❺ ペンシルバルーンをクッキング
ペーパーで強く早く数回こすり、
腕に近づけてみて、ぞわぞわと
感じるか確認ください。

※慣れれば、もっと大きくしたり、リング状にしなくて
も同じ実験ができますので工夫してみましょう。

※切ったビニルに油性マジックで色付けしてみると一
層ユニークさが出ておもしろいと思います。



平成15年（小4）～平成20年（中2）までの5年間、クラブ
員として活動していました。

宇部高専（山口県）の制御情報工学科に進学し、コンピュー
ターで機械を制御する勉強や、人工衛星の画像処理に関す
る研究に取り組みました。卒業後の平成26年に宇宙航空研
究開発機構（JAXA）に入社し、現在は鹿児島県にある種子島
宇宙センターでロケット打上げ業務に携わっています。

発明クラブで体験したレゴロボットのプログラミングは、
後に制御情報工学科に進学するきっかけになりました。
当時のクラブの思い出としては、毎年実施していた木工
工作教室が好きでした。また、年度末の発表会では、プレ
ゼン能力を培いました。

日本のロケット発射基地がある、種子島宇宙センター
に勤務しています。気象担当として、射場に設置され
た観測センサなどの維持・管理を行っています。また、
H-IIAロケットに代表される基幹ロケットの打上げ作
業を取りまとめる立場で、スケジュール管理や予算調
整の仕事もしています。

センパイからのメッセージ
私が在籍していた発明クラブの魅力は、木工工作、化学実験、電気回路やプログラミングにいたるまで、様々な「ものづく
り」を体験できることでした。宇宙開発はとても複雑な分野であり、あらゆる専門知識が必要とされます。しかし、一人だ
けで全ての学問を理解しないといけない訳ではありません。たくさんの体験の中で、一つでも自分の「好きなこと」を見
つけて、それを伸ばしていけばいいと思っています。発明クラブは、そのきっかけを見つける最高の舞台ですよ。

この印刷物は80%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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使用しています
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防府市少年少女発明クラブ（山口県）
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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「発明クラブの
  経験を活かし
 ロケットを打ち上げ！」

浅
あさむら

村　岳
がく

さん（21歳）

Before（2005年） After（2015年）


