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札幌中島少年少女発明クラブ
（北海道札幌市）

全国の少年少女発明クラブ紹介 vol.26

モノづくりを通じて
基礎技術の修得、

よりよい知恵の出し方を
楽しく学びあっています。

（札幌中島少年少女発明クラブ）
桂川 繕維さん（小6）

お姉さんと一緒に小学1年生から発明
クラブに通うものづくり大好き少年で
す。第5回、第6回チャレコン全国大会
に出場しました。率先して紙模型を作
り、チームでは動く歩道や新幹線を往
復させるアイデアを出しました。この
作品は、青函トンネルを越えて新函館
北斗駅にやってくる北海道新幹線の期
待と喜びを形にしました。

　札幌中島少年少女発明クラブは1976年発足。卒業生は
北海道内外、海外でも活躍しています。会員数は11名(小3
～中3)、毎月土曜日、年間で17回程度活動しています。
　モノづくりを通して紙・木・電子工作の基礎技術を学び
合い、指導者は安全に配慮し、子どもたちの自主性を大事に、
また失敗体験も大切と考え、困ったときには一緒に問題解
決に取り組みます。
　また、様々な大会を開催し、課題を発見、競い合いながら
より優れたモノづくりを目指します。チャレコン参加チー
ムは、自他の考えを取り入れ創造性を広げています。
　指導者は20代が3名、60代以上が5名、若い指導者が 
クラブＯＢであることも今後の活動に頼もしさを感じてい
ます。

紙工作
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のコーナー！　＜編集後記＞
来年夏に予定している大型イベントに向けて、
いよいよ忙しくなってきました。
たくさん食べて一年を乗り切るぞ！　ｂｙ　ＯＪ

　愛知県北名古屋市少年少女発明クラブは、クラブ員288名が8クラスに分かれ、52名の指導員
のもと、将来の技術者を目指し、毎月意欲的に活動しています。
　本年3月の活動では、近隣の名古屋文理大学理科サークルの学生15名を講師に招き、2日間に
わたり、体験型のサイエンスショーで「科学のふしぎ」を体感しました。クラブ員は、目の前で次々
と起こる不思議な現象を、ただ「面白い！」だけでは終わらず、その仕組みや科学的な理由について
も一つひとつ検証しながら学びました。日頃は、ハンダゴテやのこぎりを片手に、真剣な顔で取り
組むクラブ員たちも、この日ばかりは仲間たちとふれあい、一年間の最後となる一日を楽しく過ご
しました。

重曹は熱を加えると分解し、二酸化炭素を発生させま
す。この性質を利用して砂糖を加熱して作ったアメを
膨らませたカルメ焼きは、クラブ員たちに大好評。初め
ての体験に、今度は家族と一緒につくってみたいと大
喜びでした。

♦カルメ焼き

　2日間の最終日には、発明クラブを卒業する中学3年生のクラブ員と理科サーク
ルを卒業する大学4年生の学生を対象に、サプライズ企画を実施しました。
　内容は、実験が得意な子どもたち（卒業生）を悪者たちがさらい、悪の手下として
利用しようとするところを正義のヒーローが助けるという寸劇。もちろん、ヒーロ
ーの中身はクラブの指導員で、正体を知ったクラブ員たちは大喜び。最後は、感動
のあまり泣き出す卒業生に花束が贈られ、楽しい一日が締めくくられました。

次々と水の色が変わる正体は、メチレンブルーやイン
ジゴカルミンという色素。これと酸素やブドウ糖の働
きによって反応が起きることを学びました。

♦色が変わる水
学生からクラブ員たちに課せられたミッション、それは2か
所の裂け目が入った新聞紙を1回のアクションで3枚に破
ることでした。両側に同時に引っ張っても3枚には破れませ
ん。さぁ、皆さんも考えてみて！

♦新聞紙を一発で3枚に破れ！

クラブ員の石黒くん：僕は6年間、この
少年少女発明クラブに在籍し、多くの事
を学びました。そして最後の日となる今日
は、6年間の「ごぼうび」みたいな一日でし
た。ありがとうございます。いつか指導員
としてこのクラブに携われるよう、高校で
もしっかり勉強してきます。

指導員の近藤さん：科学の不思議な現象
には、必ず理由（答え）があります。それを
大学生たちは、子どもたちの目線で、楽し
く分かりやすく教えてくれました。今日
は、真剣に驚き、仲間と笑い合う子どもた
ちを見ることができ、学生の皆さんに感
謝しています。

《名古屋文理大学理科サークル》 約30名の学生で構成。理科離れをなくすため、実験やシ
ョーなどで、子どもたちに科学のふしぎや楽しさを伝えています。小学校や子ども会、市
のイベントなどを中心に活動する中、昨年には東日本大震災の被災地となる東北地方への
慰問も果たしました。地元の稲沢市民にも親しまれるサークルです。

愛知県北名古屋市

北名古屋市
少年少女
発明クラブ
活動報告
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大学の理科サークル部と
少年少女発明クラブが初コラボ!!
～大学生との科学をとおした「ふれあい」は、最高の思い出に～
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祝　夏休みシーズン到来！夏は飛躍の季節。
目標を決めてチャレンジしよう！　
ｂｙ　ＫＡＲＡ

今年も暑い夏がやってきました。
みなさんは、チャレコン作品や夏休みの宿題作品などの創意工夫で、
もっと熱くなっているのではと思います。　ｂｙ　パセリ

スケジュール
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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！
◦2～3人でチームを作って全国大会を目指そう！

❶１チームのメンバーは2人～3人（前回3人限定）
❷作品の全長は150cm以内（前回180cm以内）
❸発明協会事務局から支給される基本材料の内、
　モーター付きギアボックス及びタイヤの使用は必須。
❹パフォーマンスのテーマを多彩に
　（環境・未来・宇宙・スポーツ・地元など自由）
❺減点評価と再走行規定の追加
　①減点評価
・コントローラーでの操作以外の方法で、作品を動かす行為をしたと審判が認めた場合（－10点／回）
例：コードで引っ張る・動かす。手などで触れる。

・コースの破損、汚損等により後続車への影響を与えたと審判が認めた場合（－10点）
　②再走行規定
・前走車によるコースの汚損等により、走行に影響があったと審判が認めた場合は、再走行が認められることがある。

ＰＲしたいものをからくりパフォーマンスに盛り込もう

★はつめいキッズＨＰ：http://kids.jiii.or.jp/
「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

全国少年少女チャレンジ創造コンテストとは

前回との変更点

参加方法

説明会 コンテスト委員会創作指導会 公開web投票地区大会 全国大会

「からくりパフォーマンスカー」

未来社会、地球環境をテーマにした作品 スポーツをテーマにした作品

歴史、乗り物をテーマにした作品

「地区事務局」の最新情報◦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
　2～3名１組、チーム単位での応募を受付。
◦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、創作指導会、地区大会日程は地区事務局により異なります。
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会
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学
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動力車

連結する

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）」

山車

6～8月 9～10月 10～11月 11月26日（土）

課題説明と基本材料の支給 全国大会出場チーム決定！ 東京工業大学（東京都目黒区）

About

Participation

Schedule

Change

第7回
全国少年少女チャレンジ創造コンテスト
オリジナルからくりパフォーマンスカーで全国大会を目指せ！！

～ 未来・環境・宇宙・スポーツ・地元　など自由！～
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博士のヒントを有効に活用して素晴らしい作品を完成させてね。　ｂｙ　ケンシロウ

例）段差を自力で乗り越えられる車イス

例）スーパーキャパシタレーシングカー 例）無針弧ンパス

例）トッテトレール・アンブレラ 例）ネオジウム磁石のプラネタリウム

◦その子なりのテーマや目標が表現されているか
◦本当にその子が作ったか
◦問題は解決したか、良い結果が出ているか
◦使ってみたいと思うか

◦しっかり出来ているか（こわれやすくないか）
◦学習した内容が活かされているか
◦売っているものやインターネットなどに載っているものではないか
◦キャラクターや商品名などを使っていないか

発明くふう展、未来の科学の夢絵画展　募集開始しました。みんなも発明クラブの先生に聞いて応募しよう。
詳しい応募方法はホームページをご覧ください。　URL：http://kids.jiii.or.jp/

夏になると全国各地で発明くふう展（名前はいろいろ）の募集が始まるぞ。

うむ、では特別に「オリジナル作品」を作る時に役立つポイントを教えよう！

これまで何度も挑戦してきたけど、発明はむずかしい！まだぜんぜんアイデアが浮かばないよー。

やったー！今年はがんばってオリジナル作品を完成させるぞ！　どうやって考えたらいいの？

さいしょに決めた目的をちゃんと
実現した作品じゃ。

ハカセならこんなところをみて
きびしく（笑）審査するぞ。 

さいしょに、「何のために」作るのかを考えるのが大切じゃ。
たとえば、　これまでの優秀作品の目的はこんな感じじゃ。

どんな作品が賞を取れるの？

審査ではどんなところを
見ているの？

完全オリジナルじゃなきゃだめなの？

ガックシ

発明くふう展はオリジナル作品を評価するコンテスト。クラブで習ったものや、すでにあるもの
をそのまま出すのはアウトじゃよ（日頃の練習ならＯＫじゃ）。
コンテストに参加するときは、必ず自分なりの工夫と改良を加えよう。材料やデザインも大切な
ポイントじゃ。それがいい効果を生めば、他とは違うオリジナルな発明になるぞ！
そしてその積み重ねが、完全オリジナルを生む力につながるのじゃ！

あと、

う～ん、わかったような、わからないような・・・。やっぱり、発明クラブの先生にきいてこよう！
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誰かが困っているこ
とや

不便に思っているこ
とを解決したい

誰かを楽しませたい

普段使っているもの
を改良して

もっと便利にしたい

全く新しいものを作
りたい

好きなことや得意な
ことを

活かしたい

ふろく博士直伝！　
コンテストのための発明くふうのヒント
特別企画
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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22  ｢すっ飛びストローロケットを作って実験？？？」

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

ストローロケットを飛ばす際、目に
当たらないよう、ほかの人に当た
らないようにくれぐれも安全を確
保して実験してください。

・竹串2本　　　　　　・ストロー1本　　  ・ビニルテープ適量

◦ 竹串を刺した大きさの異な
るスーパーボールそれぞれ
の竹串の先端を摘み、垂直
に落下させてみましょう。
跳ね返ってくる高さは同じ
柄と柔らかさのスーパー
ボールでしたらほとんど同
じ高さまでとなるでしょう。

　ウィリアム・G・ハーター氏(米)の大学での物理学の講義中に学生がスーパーボール
にボールペンを刺して遊んでいたところ、急にボールペンが勢いよく飛んでしまったの
がきっかけと言われています。ハーター氏はその行為を叱ることなく、興味を示し、それ
から授業の題材として学生たちと研究したそうです。
　この実験で着目してほしい点は、ストローロケットが飛ぶ際のスーパーボールの跳ね返りの高さ、スーパー
ボールを弾ませる床の材質、スーパーボールを落下させる高さ、ストローロケットのバランスと重さです。
　すっ飛びストローロケットは簡単な工作であり、運動量保存の法則、位置エネルギーと運動エネルギー、 
いかにエネルギーロスをなくすか等を楽しく考えながら理解できる優れモノです。

◦ 次にストローロケットを小さいスーパーボールの方
を弾ませてみて飛んだ高さ、そして大きいスーパー
ボールの方で弾ませてみて飛んだ高さを比較してみ
ましょう。

◦ ストローロケットのビニルテープの巻く場所、巻く
量を変えてみると、スーパーボールの大きさによっ
て、それらが変わってくることも気付くと思いま
す。ベストだと思えるバランスの良いロケットを
作ってみましょう。

実験方法

座学

▼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！

作り方

用意するもの

●❷ ハサミを使ってストローを適当な長さで
切ります(長さは竹串を摘まんで落下さ
せて飛ばすロケットですので、最低限で
も摘まめるように
してください)。

●❸ ストローをロケットのように翼をつける
など工夫をしながら上部と下部にビニル
テープを巻きつけロケット本体を重くし
ます。このバランスと重さが重要です。

・スーパーボール2個
　(大きさの異なるもの)

驚くほど
飛んだ！

●❶ スーパーボール
の中心に竹串を
垂直に差し込み
ます。



北海道文教大学人間科学部作業療法学科卒業。
リハビリに必要な身体や心の仕組みを勉強し、心に病を
持っている患者さんの研究を行いました。
卒業後、医療法人澤山会手稲病院に勤務、患者さんに社
会復帰の訓練を行っています。

小学校4年から中学校3年まで6年間ク
ラブ員として活動、高校生からは先輩と
して指導のお手伝いをしてきました。発
明クラブでは科学実験や木工工作に取り
組み、6年生の時、静電気の仕組みを使っ
たフランクリンモーターのメリーゴーラ
ンドを作りましたが、うまく回すことが
できず、指導の先生から教えてもらった
ことを今でも覚えています。根気強く何
度も試して、何度失敗しても諦めない力
を発明クラブで学びました。

現在、心の病のリハビリのひとつ作業療
法で患者さんと一緒に工作やレクリエー
ションなどを行っています。工作には集
中する力を高め、会話が自然に生まれる
効果があります。皆さんも工作をしてい
る時、気付かないうちに作業にのめりこ
んだり、友だちと会話したりした経験が
ありませんか？　
気が散ってしまう人、うまく人と話せな
い人には、工作しながら治るよう支援し
ています。

札幌中島少年少女発明クラブから 
新見先生のお話
本間先輩は、我がクラブの若い指
導員の一人です。会員と年齢も近
いせいか、講座では何でも話せて
相談できる「頼れるお兄さん」と
して、絶大な信頼を得ています。
クラブ員としての経験と合わせ
て高校生、大学生時の手伝いをし
た経験が会員の心をつかんでい
るのだと思います。貴重な、そし
て頼もしいセンパイ指導員です。

センパイからのメッセージ
発明クラブではアイデアを考えて、それを実際に作ってみて、失敗して、やりなおして、自分でいろいろなことを創意工夫する
機会が多いと思います。学校の授業ではなかなか得られない経験を体験しているのです。私が働く医療の場でも、患者さんの
病気がどうすればよくなるかな？といつも考えます。アイデアはとても大切です。今、皆さんが頑張っていること、それは将来
の自分のために必ずなると思うので継続してくださいね。

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/

札幌中島少年少女発明クラブ（北海道）

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！
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「発明クラブの経験は、
 作業療法士の仕事にも
 活かされています！」
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Before（2008年） After（2016年）


