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安城市少年少女発明クラブ
（愛知県）

全国の少年少女発明クラブ紹介 vol.25

ものづくりを通して
「発明・創造」の

「楽しさ・喜び」を
子どもたちに伝えています。

（安城市少年少女発明クラブ）
深津 京可さん（中1）

５年生から発明クラブに入り「未来の科学の夢
絵画展」に応募して地区展で「振興賞」、全国展
で「奨励賞」と２年連続で受賞しました。今回
の絵画は目の不自由な人や小さい子でも何が
書いてあるかわかるルーペを絵にしてみまし
た。これからもいろいろな事に挑戦します。

4月に行われた平成28年度開講式

7

はつめい

プリンセス　

　＆プリンス

　安城市少年少女発明クラブは、平成11年8月、愛知県内6
番目、全国140番目に開設したクラブです。
　現在は、クラブ員122名、指導員26名、事務局2名で、市
内で4教室を構え、市内外企業から、人材、施設、協賛金の援
助を受けて各教室年間22回活動しています。
　クラブ員は小学3年～中学3年生で、「発明・くふうの楽
しさ」と、「創造する喜び」を体得し、豊かな観察力と創造力
を養い、夢やアイデア・くふうのある作品を作り上げ、地域
の「ひとづくり」「ものづくり」事業の振興に寄与しています。
　活動で製作したオリジナル作品は、安城創意くふう展、協
賛企業内での展示会、活動拠点の公民館まつり等で展示し
て一般市民の人達にクラブ活動を広く紹介しています。
　今年度も、発明・創意くふう・作品づくりを通じて、もの
づくりの楽しさや面白さをクラブ員・指導員共に味わって
いきたいと思います。

第 38回未来の科学の夢絵画展奨励賞
「読み聞かせルーペ」

正しい道具の使い方を
学びました



少年少女発明クラブニュース
2016年5月号2 『はじっこもつかうぞ〜っ！』のコーナー！　＜編集後記＞

文部科学大臣賞

第38回 未来の科学の夢絵画展結果
応募点数：9,109
小学校・中学校の部

特別賞11点、優秀賞49点、奨励賞81点
幼稚園・保育園の部

特別賞1点、優秀賞5点、奨励賞40点
外国人学校の部

特別賞1点、優秀賞5点、奨励賞11点

受賞した伊瀬谷 芽生さんの表彰式答辞（抜粋）
　今回、賞をいただいたこの作品は、誰もが暮らしやすい社会にし
ていくためには、どうすればよいかと考えたことをきっかけに描い
たものです。去年、私は、ヘレン・ケラーの伝記を読んで、どんな困
難にもくじけずに努力を重ね、社会で活躍した彼女の生き方に心を
打たれました。それと同時に、障害をもっている方が、不便を感じる
ことなく生活を送ることができるようになれば、誰もが暮らしやす
い社会に近づけるのではないかと考えました。
　そこで、私は、普段手話で会話する方たちが、電話を使って遠くの
人と会話できたら便利だろうと考えました。その時、思いついたの
が、この「手話電話機」です。この電話機は、電話の相手の名前と、相
手が話していることが手話と文字で画面に映し出されます。そのた
め、耳が不自由な人でも、手話を見て、相手の話を理解することがで
きます。また、手話が分からない人でも、文字を読めば相手と会話が
できるのです。
　私は、いつかこの「手話電話機」のような機械が発明され、手話が
できる人とできない人同士が会話を楽しみ、快適な生活ができるよ
うになることを願っています。
　そして、今回の受賞をきっかけに、よりよい社会を築いていくた
めには、自分のことだけでなく他の人の生活にも目を向けることが
大切だと改めて感じました。このことを生かし、これからも、誰もが
楽しく暮らしていける社会にするにはどうしたらよいか考えていき
たいと思います。

手話電話機

十和田市立三本木小学校6年（青森県）　伊
い

瀬
せ

谷
や

　芽
め

生
ぐ

さん

耳が不自由な方でも電話が出来るように、
相手の名前としゃべったことが画面に手話と文字で出ます。

※学校・学年は応募時のものです。 表彰式で答辞を述べる伊瀬谷さん
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第38回未来の科学の夢絵画展
受賞者決定＆表彰式開催

第38回未来の科学の夢絵画展 展覧会が平成28年4月12日（火）から24日（日）まで、
東京・上野の国立科学博物館にて開催され、多くの来場者で賑わいました。

また、4月22日（金）には表彰式を開催しました。
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2016年5月号 3絵画展が終わりいよいよＧＷ。忙しくて何も予定たててないけど

たくさん食べてたくさん遊ぶつもりです。　ｂｙ　ＯＪ

静岡市立蒲原西小学校2年（静岡県）　松
まつ

永
なが

　悠
はる

伽
か

さん

群馬大学教育学部附属小学校4年

（群馬県）　磯
いそ

田
だ

　隼
はやと

さん

砥部町立麻生小学校5年

（愛媛県）　山
やま

内
うち

　悠
はる

友
と

さん

広島市立三篠小学校3年（広島県）　藤
ふじ

井
い

　惟
い

文
ふみ

さん

岐阜大学教育学部附属中学校2年

（岐阜県）　青
あお

木
き

　彌
ひろ

宜
のり

さん

鳥取県立鳥取盲学校小学部2年

（鳥取県）　太
おお

田
た

　博
ひろ

登
と

さん

射水市立小杉小学校6年

（富山県）　杉
すぎ

本
もと

　樹
いつき

さん

小杉少年少女発明クラブ

わたしは、心のやまい
になった人やはんざい
をおかした人が、心をク
リーニングしてきれい
な心をとりもどし、しあ
わせになるお店を考え
ました。

動物の特徴や能力など
をもたせたロボットが
救助等を行うことで、
人が立ち入るには危険
な場や天候などの影響
を受けずに作業が出来
るというもの。

災害時、ビルのすき間にヘリコプ
ターが入れるように、プロペラが
レーザー光線になる。光のプロ
ペラは、ビルにぶつからずにせま
いすき間を通って行ける。

光合成をする時電気を発電する
木です。幹にプラグがあり、さす
と電気自動車の充電、電化住宅
の電気も全て使えます。この木
は発電時ＣＯ₂を出しません。

化石プラネタリウムに
化石を入れると、コン
ピューターが分せきし
て恐竜をとく定します。
同じ時代の恐竜や植物
などのようすもうつし
出します。

災害から町を守る為、被災前に
上空に土地を導き一時的に避難
する。災害がおさまった後に再
び元の場所に戻れば、今まで通
りの生活が営めると考えた。

このめがねをかけると次に起こ
る危険を見ることができます。め
がねにうつった危険はこわいこ
ともあるけど、それに対する準備
や予防をすることができます。

目の見えない人がこの帽子を被
ると、頭の中に現在地と目的地
を示した地図がうかびあがり、進
む方向や周囲の危険を教えてく
れ、安全に歩くことができます。

※学校・学年は応募時のものです。

砥部町少年少女発明クラブ

経済産業大臣賞 特許庁長官賞

朝日新聞社賞ＮＨＫ会長賞

心のクリーニングやさん

SOS！！レーザー光線
救助ヘリコプター

化石プラネタリウム

危険が見える
めがね

ナビゲーション
キャップ

発電木

国立科学博物館長賞 発明協会会長賞

発明協会会長賞 日本弁理士会会長賞

岐阜市立境川中学校3年（岐阜県）　佐
さ

藤
とう

　柚
ゆ ず き

月さん

動物型災害救助ロボット 上空浮上国土
システム
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2016年5月号4 今年もチャレコンが始まります。楽しいテーマを考えて、夏に向けて製作しましょう！　ｂｙ　ＫＡＲＡ

Ｈａｐｐｙ ｍｉｎｄ

味見できるテレビ

こころのぼうし
関西クリスチャンスクール3年（奈良県）　Ｊ

ヨ ン ネ

ｏｎｎｅ　Ｓ
サ イ ニ オ

ａｉｎｉｏさん 高岡第一学園附属第三幼稚園（富山県）　越
こし

川
かわ

　恵
けい

巡
じゅん

さん

岐阜市立梅林中学校3年（岐阜県）　北
きた

瀬
せ

　しなのさん

ハッピーマインドの出
す泡がマイナス思考の
人の所に飛んで行くと
前向きに変わる。この
様にハッピーマインドは
戦争や汚染やストレス
をなくしてくれる。

グルメ番組や料理番組
などでしょうかいしてい
るおいしそうな食べ物
を、専用スプーンで味
見できるテレビです。

嫌な気持ちを忘れる帽
子。怒ってるお母さん
が笑顔に。優しいお父
さんはもっと優しく。泣
いてる妹は泣きやん
だ。笑顔が溢れて、手
を繋ぎたくなるよ。

排出されたＣＯ₂を高圧
で海底タンクに運び、ド
ライアイスにします。海
中のパイプに冷気を送
り、海水温の上昇をお
さえ、温暖化や異常気
象を防止します。

山形少年少女
発明クラブ

海水温上昇防止システム
山形市立第九小学校2年（山形県）　井

いの

上
うえ

　大
だい

智
ち

さん

発明クラブ員の受賞者多数！ 特別賞3点、優秀賞12作品、奨励賞18作品が選ばれました！

クラブ名 作品名 氏名 学年

湖西 魚の服を着て海をたんけん 佐藤　ほのさん 小2
三沢市 がんをちりょうするカプセルがたロボット 秋林　永遠さん 小3
北上市 おりたたみ式テレポーター 高橋　泰造さん 小3
山形 みまもりロボット 木内　文月さん 小3
鹿児島 雨すいとりき 西元　爽晃さん 小3
秋田市 ほんやく首輪 小野　心美さん 小4
桐生 よごれた空気をきれいにする動物 外山　愛乃さん 小4
川崎北部 空とぶ畑 三輪　安希歩さん 小4
西尾市 ふんで発電 福田　奏一郎さん 小4

クラブ名 作品名 氏名 学年

水戸 さいきんを体内から取りだせるカプセル 松浦　侑汰さん 小5
牛久市 絶滅防止マシーン 河村　さつきさん 小6
桐生 世界の言葉が話せるジュース 外山　美羽さん 小6
豊田 砂漠化ストップ！美緑作くん 関谷　紀胡さん 小6
安城市 読み聞かせルーペ 深津　京可さん 小6
高岡 花粉清浄木 上杉　愛翔さん 小6
桐生 平和な願いが叶うペン 今泉　春乃さん 中1
東大阪市 地球温暖化防止計画 大森　蒼一朗さん 中1
荒尾 地雷無反応くつ 今村　遼太郎さん 中1

奨励賞受賞者一覧

優秀賞受賞者一覧
クラブ名 作品名 氏名 学年

弘前市 振動を変えます電池 梶川　海斗さん 小3
十和田市 虫歯感知歯ブラシ 苫米地　真嘉さん 小4
湖西 事故の無い町 枝松　遥さん 小4
福井市 虫眼鏡 川久保　拓さん 小4
淡路 物をちゅうにうかせるリモコンがた機械 仲田　大翔さん 小4
帯広 どんな水でも飲めるようになるストロー レイン　柊さん 小5
奥州市 レントゲンレンズ 及川　亜弥さん 小5
豊田 遊んで発電！公園発電所 瓜生　滉平さん 小5
豊田 体の中から１１９番 中島　孝輔さん 小5
湖西 くちびる先生 田中　夕也さん 小6
津市 人工台風ｖｓ自然台風 山路　莉子さん 中1
西尾市 私の見たかった世界 岩見　麻里菜さん 中2

※学校・学年は応募時のものです。

発明協会会長賞（外国人
学校の部）

朝日中高生新聞賞朝日小学生新聞賞

発明協会会長賞（幼稚園
・保育園の部）



少年少女発明クラブニュース
2016年5月号 5５月になり、みなさんもクラブ活動が始まったと思います。

一年間、頑張っていろいろな発明品を作ってネ！　ｂｙ　パセリ

　「全日本学生児童発明くふう展」が3月23日～27日の5日間、東京の科学技術館において開催されました。
　今年で74回目を迎える大変歴史ある展覧会です。会場には小さなお子さんから大人の方、さらには外国の
方まで、たくさんの人が来場しました。創意工夫にあふれた受賞作品155点を、皆さんとても楽しそうにご覧
になっていました。

発明くふう作品の展示以外にも、協賛企業や発明クラブによる発明教室、
電子顕微鏡や模倣品などの特別展示も実施しました。とっても充実した5日間でした。

く
ら
に
ゅ
ー

むずかしい原理の作
品も係員が分かりや
すく解説。
うん、納得！

会場には人、ひと、ヒト・・・たくさんの来場者でにぎわいました！

3月23日には表彰式が行われました。皆さん、おめでとう！ 実際に作品を体験できるのも、この展覧会の特徴です。

見える光・見えない光
光の三原色LEDライトを作ろう!

講師：三菱電機株式会社 人材開発センターの皆さん

光には目に見える光と、目に見えない光があります。
光と色のしくみを知って、いろんな色の光を作ってみました。

LEDライトの工作もしました。

知ってみよう！作ってみよう万年筆
講師：株式会社パイロットコーポレーション

栗山兼臣先生、谷平徹治先生

インクと万年筆の仕組を学んで、自分だけの万年筆を作りました。

3/23
（Wed）

3/24
（Thu）

第74回全日本学生児童発明くふう展開催！
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2016年5月号6 発明くふう展と絵画展の表彰式では、たくさんの受賞者に会えてとても嬉しかったです。

今年度もこれから募集の準備を始めます。たくさんの応募をお待ちしています。　ｂｙ　ケンシロウ

3/25
（Fri）

3/27
（Sun）

3/26
（Sat）手作りモータを作ろう！

講師：さいたま市少年少女発明クラブの先生達

エナメル線でコイルを作って、磁石と電池の組み合わせで、
回転モータを作成しました。

いろいろなおもしろい動きで走る車
「クロール・バギートラックスペシャル」を作りました。

おもしろカー
「クロール・バギートラックスペシャル」

講師：台東区少年少女発明クラブの先生達

本がどのような工夫をして出来ているのかを学びました。
世界に一冊の自分だけの発明ノートも作りました。

初日の3月23日にはサイエンスショーを開催。
楽しすぎる実験の数々に会場は大盛り上がり！

3月23日～27日　善ちゃんのサイエンス教室
くるくるカラフルフィルムケース（協力 富士フイルム株式会社）、

パワーストーン万華鏡、スーパーボールロケット、
びっくり封筒など、いろいろなものを作りました。

本づくりのひみつ
〜“リングとじ”の発明ノートを作ってみよう！〜

講師：大日本印刷株式会社の皆さん

サイテック魂でおなじみのサイエンス演芸師
「善ちゃん」こと北沢善一先生が、
5日間、会場に来てくれました！

知っているものの
知らない世界！
電子顕微鏡で見よう！
協力：株式会社日立
ハイテクノロジーズ

ホンモノ？ニセモノ？
君はわかるかな？
協力：国際知的財産保護
フォーラム（IIPPF）

特別展示も大盛況

そして「善ちゃん」も登場！

来場者記念品にもご協力をいただきました。ありがとうございました！！　
キッコーマン株式会社、株式会社サタケ、株式会社島精機製作所、大日本印刷株式会社、株式会社東芝、日本弁理士会、
株式会社パイロットコーポレーション、株式会社日立ハイテクノロジーズ、三菱電機株式会社　（50音順）
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2016年5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21  ｢『玉ねぎ』で実験？？？」

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！

サ
イ
テ
ッ
ク

｢玉ねぎ｣を切ると涙が出るってことは、もはや常識！
と言えるくらい知っている人たちも多いようです。
でも、目が痛くて涙が出ることは知っていたとしても、
その予防のために工夫する人は少ないようです。

そこで、今回は玉ねぎを切る時の涙対策を、
科学も交えながらお話しします。

玉ねぎはとっても美味しい野菜です。
だから、涙を流さずに楽しく料理したいですね。

玉ねぎを包丁で切ると涙が出る理由は、硫化アリルという催涙物質が原因で
す。この物質は、玉ねぎだけでなくニンニクやネギなどにも含まれています。
玉ねぎにはメチオニンやシスニンなどのアミノ酸が含まれ、｢玉ねぎを包丁で
切る＝玉ねぎの細胞を傷つける(細胞が破壊される)｣と酵素が働いて硫化ア
リルが発生します。これが目の周りの涙腺神経を刺激し涙が出るのです。言い
忘れていましたが、そのとき、鼻の粘膜も刺激され鼻水も出ますよね。

●涙の出る理由

▼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。

「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！

この2つの方法はたくさんの唾液が出てくるので、
涙が流れるより唾液が優先され涙が出にくくなりま
す(痛みも軽減されます)。

●玉ねぎを切っても涙が出ない 3 つの簡単な方法

割り箸を
グッと噛みしめながら

玉ねぎを切る

1

ガムを噛みながら
玉ねぎを切る

2

これは、ロウソクの炎が大きな上昇気流を生み、その流れの方へ
催涙性の物質が引き寄せられるため、目の周りに届く催涙性の物
質が少なくなり、目
や鼻に入りにくくな
ります。
また温かい気流が発
生するため催涙性の
物質の揮発を早める、
つまり空気中からな
くなってしまいます。

玉ねぎを切る時に
ろうそくを両脇に置くと目が痛くない

3

ビックリ！
涙がでなく
なったよ



愛知教育大学中等教育教員養成課程国語・
書道専攻3年生。
現在は、メディア・リテラシー教育につい
て学んでいます。大学生になってから、安城
市少年少女発明クラブの後輩を指導し、一
緒に悩みながら楽しく活動しています。

ＴＨＥテレビ消音で会話する宮澤宏枝さん（右）と妹さん（左）。

発明クラブの活動では、「THEテレビ消
音」という作品が一番心に残っています。
祖母と耳が遠いため大きな音でテレビを
見ている祖父の様子から「受話器をとっ
たらテレビの音量が小さくなると便利だ
な」と思い作りました。完成して喜んで
もらえた時は、本当に嬉しかったです。
平成25年に特許を取得することが出来
ました。

大勢のクラブ員に指導する宮澤さん

現在は、発明クラブの指導員として活
動しています。まだまだ勉強させられる
ことばかりですが、自分が発明クラブに
通っていた頃の経験を活かして、クラブ
員のみんなと一緒に頭を悩ませながら、
頑張っています。他の先生方のように、ア
イデアを形にするために的確なアドバイ
スができるようになりたいです！将来は、
教員を目指して大学で勉強しています。

安城市少年少女発明クラブから 
石川事務局長のお話
宮澤宏枝さんは、我がクラブの中
で一番若い指導員とあって、ク
ラブ員と年齢も近いせいか、ク
ラブ活動中では何でも相談でき
て頼れるお姉さんとして、絶大
な信頼を得ています。やはり彼
女のクラブ員としての経験がみ
んなの心をつかんでいるのだと
思います。貴重な、そして頼もし
い指導員です。

センパイからのメッセージ
私は、生活の中の不便なことをちょっとしたアイデアで便利に変えられるということを発明クラブで学びました。そのアイデアを
ひらめくことが難しいのですが、その分、私の発明で誰かが喜んでくれた時の嬉しさや達成感がとても大きくなることも実感して
きました。発明クラブの先生方は、アイデアを形にするためのアドバイスをたくさんくださると思うので、発明クラブにいっぱいア
イデアを持って行って、誰かが「これがあると助かるなぁ」と思ってくれるような発明品をたくさん作ってほしいと思います。

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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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/

安城市少年少女発明クラブ（愛知県）

お名前

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！

れ
ん
さ
い

vol.13

「発明クラブの経験を活かして、
 ICT（情報通信技術）を活用できる
 国語の先生に！」

宮
み や

澤
ざ わ

　宏
ひ ろ

枝
え

さん（21歳）

Before（2008年） After（2016年）


