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小学3年より発明クラブに参加しています。
木工工作がすきで、からくりコロコロドラ
ムで県の優秀賞を頂きました。今は、飛行機
作りを楽しんでいます。また、第７回のチャ
レコンに出場しましたが、全国のレベルの
高さを知りました。次回も挑戦したいです。

　茂原少年少女発明クラブは、昭和61年に設立さ
れ、平成28年10月に30周年を迎えました。企業
OB、教員OB、工作好きの主婦等、多種の経験を持
つ指導員が在籍しています。現在(H28年)、クラブ
員は87名で、5月から翌年の3月迄、毎週土・日曜
日で年間約70回活動しています。
　基礎・実技コースに分かれ、基礎コースは、紙、木
材が主な工作材で、作品づくりから道具の使い方を
学びます。実技コースは、自分で作品を決め指導員
と話し合いながら、自分で考える力を養っています。
　小学校低学年から高学年、更には中学生と皆で楽
しく活動しています。クラブ教室での工作活動のほ
か、「ファミリー教室」 「出前教室」「市内企業・科学
館の見学」等、活動の輪を広げています。
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少年少女発明クラブニュース
2017年5月号2 『はじっこもつかうぞ〜っ！』のコーナー！　＜編集後記＞

第 39 回 未来の科学の夢絵画展
受賞者決定＆表彰式開催

　第39回未来の科学の夢絵画展 展覧会が平成29年4月14日（金）から23日（日）まで、東京・上野
の国立科学博物館にて開催されました。

静岡市立蒲原西小学校 3年 （静岡県）

松
まつ

永
なが

　悠
はる

伽
か

さん

DNAねんど

　私は毎年夏休みの課題で「未来の科学の夢絵画展」に応募
することを楽しみにしています。私の将来の夢は研究家に
なることです。幼稚園の時に知った野口英世さんに憧れて
研究家になりたいと思っています。だから、自分が将来こん
なことができればいいなと思ったことを絵にしています。
　今年の絵は、去年の絵画展でも特別賞をいただいた絵に
登場した女性が大人になって研究所に戻ってきてからのこ
とを描きました。何の研究をしているかというと臓器の研
究をしています。
　海外で心臓移植のドナーをさがしている赤ちゃんがいる
ことを知りました。心臓移植にはとてもお金がかかると聞
いてびっくりしました。しかも、ドナーはなかなか見つから
ないそうです。なぜ、そんなにお金と時間がかかるのか疑問
に思いました。私は安くドナーよりも自分に合った臓器を
移植できるようにしたかったので、この絵を描きました。工

夫した点は、ただ安く臓器を作るのではなく、その人に合っ
たDNAを入れた方が安全だと思ったので、DNAを粘土に
して入れたところです。この夢が現実にできると、お金がか
からず、すぐに移植ができるので、みんなに喜ばれます。
　今回の受賞をきっかけに臓器移植のこと、DNAのことに
ついて本で調べて、
命の大切さを知り
ました。移植にはい
ろんな問題がある
ことも知りました。
一人でも多くの人
が健康で、不公平
が無く、命を繋いで
いける世の中にな
って欲しいです。

ぞうきいしょくは体に合ったドナー
を見つけるのが大変です。そこで、そ
の人に合ったＤＮＡを入れてぞうき
を作り、一人でも多くの人の命を守
りたいです。

第39回未来の科学の夢絵画展結果
応募点数：9,460点
 小学校・中学校の部
特別賞11点、優秀賞50点、奨励賞70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10点

文部科学大臣賞

受賞した松永悠伽さんの表彰式答辞（抜粋）

※学校・学年は応募時のものです。

4月21日には表彰式が行われました。
おめでとうございます！
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3年明けは発明くふう展、絵画展の審査が行われます。
みんなの作品がいっぱい選ばれますように。　ｂｙ　ＯＪ4 新年おめでとう！　今年は「とり」年です。

みなさんも、発想をふくらめて鳥のように大きく羽ばたいてネ！　　ｂｙ　パセリ
少年少女発明クラブニュース

2017年5月号 3GWは夏の世界展（名古屋）に向けて
じっくり英気を養いました。　ｂｙ　ＯＪ

平成29年度もスタートしました。また、「チャレコン」の募集も
はじまりました。みんな！参加してネ！！　ｂｙ　パセリ
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会話が見えーるメガネ

海をそうじする
タコの家

視界良好めがね

幸せカメラ

らくらく便利移動かさ

なかよしトンネル

大雨がふっても
あんしんな家

発電シューズ

このメガネを考えたき
っかけは、おばあちゃん
の耳が聞こえにくいか
らです。会話がふきだ
しになって見えます。ま
た、ふつうのメガネとし
ても使えます。

海に落ちているごみを拾うぼくの家
です。タコは足がいっぱいあるので、
ごみをたくさん拾うことができます。
タコの頭の黒い窓の部分で操縦しま
す。

これはホワイトアウト
で視界が悪い時に視界
を良くしてくれるめが
ねです。これをかけれ
ば、クリアーに見えるの
で、交通事故やけがも防
ぐことができます。

人を撮るとその人の心
が幸せになるカメラで
す。みんな笑顔になって
元気になります。

通学や、つえをついたお
年より、小さな子どもを
だいたお母さんが、雨に
ぬれないように、移動す
るかさを開発しました。
重い手荷物がある時大変
便利です。

ぼくは、「せんそうがな
くなるように」と、いつ
もおいのりしています。
これは、せんそうをする
ひとのこころをやさし
いこころにかえるトン
ネルです。

大雨で家が水びたしになって、こまっ
ている人をニュースで見て、エレベー
ターみたいにへやが上に上がる家が
あればいいなと思い、この絵をかきま
した。

はいて歩くだけで太陽光発電できる
くつです。その電力で速く走ったり、と
ぶことができます。夏はすずしい風が
でて、冬はくつぞこがあたたかくなり
ます。

経済産業大臣賞 特許庁長官賞

国立科学博物館長賞

発明協会会長賞

ＮＨＫ会長賞

発明協会会長賞

日本弁理士会会長賞

朝日新聞社賞



少年少女発明クラブニュース
2017年5月号4 五月晴れと言います。部屋の中でものづくりも楽しいですが、外に出て自然を五感で感じましょう！

ひらめきパワーがもりもり湧いてきますよ！　ｂｙ　kara
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何を買いに
来たんだっけ…？

ママの怒りメーター操縦ハンドル

センタクローゼット

カロリー箸

お年寄のための魔法の杖。物忘れして
も困らないように杖に言葉や絵で記
憶が出来る杖。出掛ける前などに記憶
しておけば安心してお出掛けが出来
ます。

メーターで、「怒る」、「イ
ライラ」、「悲しい」がわ
かります。僕がハンドル
を上にすると、ボーっと
ゆっくりでき、左は優し
く、右はずっとにっこり
笑うになります。

このタンスに服を入れると、水や洗剤を
使わずに、洗濯機で洗濯したときと同じ
ような効果が得られる。水を使わないの
で環境にもやさしい。

この箸で食べ物をつかむと、その食べ
物のカロリーがわかって、食べすぎを
防ぐことができます。ダイエット中の
人には、うれしい商品です。

朝日小学生新聞賞 朝日中高生新聞賞

発明協会会長賞（外国人学校の部） 発明協会会長賞（幼稚園・保育園の部）

発明クラブ員の受賞者多数！　優秀賞5作品、奨励賞14作品が選ばれました！

展覧会場の様子

※学校・学年は応募時のものです。

クラブ名 画題 氏名 学年

大和町 地球化セット 韓　翔太 小5

高崎 水陸両用救助車 設楽　優衣斗 小5

碧南市 なんでも治せるキャンディー 川本　実咲 小4

柳井市 花粉が飛ばなくなる薬 中下　真里 小6

田布施町 スパイダーシート 倉橋　和希 小3

クラブ名 画題 氏名 学年

帯広 どんな言葉でも話せる帽子 中野　澄加 小4

北見 心ウォッチ 加治　由妃 小5

三沢市 万能重力ぐつ 櫛桁　亜門 小4

北上市 安全通路～下水道を利用した
雪の積もらない道路 嶽間澤　舞奈 小4

鶴岡 ブンブンワクチン 國井　倫太朗 小6

高崎 伸縮波消しブロック 金井　康晟 小5

町田市 交通安全ランドセル 板谷越　湊 小3

クラブ名 画題 氏名 学年

津市 赤潮でも魚のエサ 渡邊　晃心 小6

淡路 海水を動力源とする救助船 大植　悠利 小4

神戸市 発電傘 樽本　隼之介 小5

神戸市 だれでもどこでもローラー
シューズ 池田　響 小5

松江 たすかるね！！動物ロボット 三好　海空 小2

防府市 記憶再生メガネ 齊藤　大幹 小4

宇部市 電波エネルギー 吉久　直輝 小6

発明クラブ員　優秀賞

発明クラブ員　奨励賞



少年少女発明クラブニュース
2017年5月号 5楽しいゴールデンウィークが終わり、もうしばらくすると梅雨の季節ですね。

運動会などの学校行事もあるかと思います。体調やケガに気をつけて学校生活を楽しんでください。　ｂｙ　ふっちゃん

　「全日本学生児童発明くふう展」が3月22日～26日の5日間、東京の科学技術館で開催されました。
　会場にはたくさんのお客さんが来場され、創意工夫あふれる作品の数々に皆さんとても感心していま
した。熱気あふれる会場の様子を紹介します！

3月22日には表彰式が行われました。
受賞者の皆さん、おめでとうございます！

　24日には、皇太子殿下ならびに同妃殿下の行啓を仰ぎ作品御覧
を賜りました。恩賜記念賞および特別賞の受賞者14名が自身の作
品を両殿下に説明しました。
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発明教室の整理券を求め、受付には行列がで
きました。

何と、日本テレビ「news every.」で生中継もあり
ました。渡辺裕太さん、スタッフの皆さん、分かり
やすい作品説明、ありがとうございました!!

小さいお子さんにも係員が分かりやすく
解説します。

展覧会場はあふれかえるほどのお客さん。
素晴らしい作品の数々は見応え十分！

第75回
全日本学生児童発明くふう展開催！



少年少女発明クラブニュース
2017年5月号6 今年度から発明クラブ員になった皆さん、これから一年間よろしくね。発明クラブでは色々なことを体験するけど、

道具の使い方には十分注意して、発明創作活動を楽しんでいきましょう！　ｂｙ　ケンシロウ

　発明くふう作品の展示以外にも、協賛企業等による発明教室、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。

講師：
トヨタ自動車株式会社
未来プロジェクト室

の皆さん

3/23
(Thu)

3/25 
(Sat)

3/26 
(Sun)

3/24
(Fri)

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㈱、㈱サタケ、㈱島精機製作所、住友電気工業㈱、大日本印刷㈱、㈱東芝、㈱豊田自動織機、日本弁理士会、㈱日立ハイテクノロジー
ズ、三菱電機㈱ （50音順）

そして「善ちゃん」も登場！特別展示も大盛況

3月22日～26日
善ちゃんのサイエンス教室。宝
石万華鏡、スーパーボールロケ
ット、ストローグライダーなど、
いろいろなものを作りました。

講師：
日本弁理士会
関東支部弁理士
の先生方

講師：
大日本印刷株式会社
の皆さん

講師：
三菱電機株式会社
人材開発センター
の皆さん

「発明とは？」「特許とは？」
を学び、課題を解決する
ための発明を自分で考えて
工作をしました！

本がどのような工夫をして
出来ているのか、印刷が色
をどのような仕組みで表現
しているのかを学び、自分
だけの発明ノートを作りま
した。

3月22日にはサイエンスショー
を開催。会場は大盛り上がり！

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）

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

発明について学び、
発明工作をしてみよう！

身のまわりのモノをクルマ
に「見立て」、そこから生ま
れる物語を創造しました。

身近な静電気を使って、ベ
ルを鳴らしたり、モーター
を回したり色んな実験をし
ました。

静電気と
遊んでみよう！

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！～
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2017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26  ｢ゴム射的 ～ストローロケットを飛ばそう～」

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！

・割箸
・竹クリップ
・結束バンド×2
・綿棒
・ヒートン(14.5mm)
・輪ゴム(16号)
・タピオカストロー(直径13mm)

・尾翼（色上質紙）
・ビニルテープ
・はさみ
※ 竹クリップやタピオカストローな

どの形状に合わせて書いています
ので、くれぐれも形状にはご注意
ください。

割箸を割り、1本だけ使います。
その割箸に竹クリップを2つの
結束バンドでしっかりと固定し
ます。

竹クリップに綿棒を挟
みます。これがストロー
ロケットの発射台です。

発射台へストロー
ロケットを入れます。

（引き金を引くように）竹クリッ
プを広げ、綿棒を放すと、スト
ローロケットが発射します。

タピオカストローは適当な長さ
に切り落とし、先頭の方が重く
なるようにビニルテープを巻き
付けます。尾翼は大きさや形は
適当です。

割箸の反対
側 の 先 に
ヒートンを
ねじ込みま
す。棒と輪
ゴムを取り
付けし、そ

の輪ゴムをヒートンへ通し、綿
棒同様に取り付けます。

準備するもの

作り方

実験のやり方

▼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！

今回のストロー
ロケットの尾翼
は色上質紙で適
当に作りました

危ないから人には向けないでね！

いろいろ試して、
一番飛ぶ方法を
探してみよう。

●  ヒートンから輪ゴムを外し、綿棒も輪ゴムから外します。そして、
輪ゴムを2本に増やして、ヒートンと綿棒に取り付けます。同じよ
うにストローロケットを放つと威力はどうなるでしょうか？

●  2本でなく、3本、4本まで善ちゃんは頑張って挑戦しました。凄い
結果が生まれます。その代わり、輪ゴムの本数が増えるとストロー
ロケット自体のバランスを保ちながら重さを増していく必要があ
りますので、ビニルテープを巻き付けて調整してみてください。

●  ゴムとエネルギーを理解でき、またストローロケット自体の重さと
そのバランスの大切さを知る一つの工作です。

工夫してみましょう

サ
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小学校３年生から4年間発明ク
ラブに所属し、学生時代には、余
暇の時間にクラブでの指導を体
験しました。現在は、小学校の教
諭として働いています。

少女時代
　小学校3年から6年生まで4年間、発明
クラブで活動しました。発明クラブでは、
他の小学校の友達もできて、毎週楽しく通
いました。
　それまで見たことも、使ったこともない
道具がたくさん揃っており、驚きと感動の
繰り返しでした。犬のロボット、木の椅子、
ペットボトルロケットや連鶴作りまで様々
な経験を通して、難しい課題でも最後には
必ずやり遂げられるという自信がつきまし
た。
　指導員として活動した期間は、当時の自
分を見ているようで、子どもたちと一緒に
素敵な時間を過ごすことができました。

　小学生は、私が思いもつか
ないようなひらめきや発見
をするので、日々子どもから
とてもいい刺激を受けていま
す。指導の中で、手を貸すタイ
ミングやアドバイスの仕方な
ど、発明クラブで学んだこと
が活かされています。これか
らもクラブで学んだ、創作活
動や、表現活動を大切にして
行きたいと思っています。

茂原少年少女発明クラブから ～仲澤事務局長の話～
　山本幸音さんは、当クラブ
に4年間在籍され、学生にな
られた時も余暇の時間に生徒
への指導を手伝って戴き、生
徒からは、「優しく、頼れるお
姉さん」的な存在でした。現在
は、学校の教員として活躍さ
れているとお伺いし、クラブ
での指導も教員になる為のよ
い体験だったと思うと、この体験が少しでもお役に立ってくれればと、指導
員全員で応援しています。

センパイからのメッセージ
　今、みなさんは発明クラブの教室で、学校では経験できない様々な体験をしていると思います。私は、クラブを卒業してからも、

「こんな事をクラブで教えてもらったな」「この道具はクラブで使ったことがあったな」などと、役に立つことが沢山ありました。
　また、最後まで諦めずに考え、取り組む力も身に付いたと思っています。指導員の先生方と共に、ひらめきや発見を大切に、楽し
みながら、素敵な活動をして下さい。

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

茂原少年少女発明クラブ(千葉県)

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！vol.19

発明クラブで学んだことは、現在の仕事に
も活かされています ! 
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