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「ものづくり」の楽しさ、
難しさを味わうなかで、
創造性豊かな子どもが
育つことを願っています。

（碧南市少年少女発明クラブ）
大野幹人さん（小６）

兄の影響を受け、小3からクラブ員として活動してき
ました。普段の活動だけでなく、夏休みの創意くふう
展の作品作りやチャレコンにも積極的に参加しまし
た。昨年度は、チャレコンに兄とその友達と一緒に参
加をし、荏原製作所賞をいただきました。作品作りは
大変でしたが、とてもよい思い出ができました。

　碧南市少年少女発明クラブは、2007年に発足し、今年度
で11年目を迎えました。クラブ員は小3～小6合わせて312
名、指導員15名で、碧南市と碧南市商工会議所の支援を受け
て活動しています。月1回土・日を利用して1作品を作り、年
間10作品を製作しています。夏休みには、クラブ員以外の子
どもにも施設を開放し、創意くふう展に向けたアイデア工作
教室を開催しています。毎月の活動では、学年の能力に応じ
た課題を決め、ものづくりを通して科学的な興味・関心を追
究し、工具、工作機械の使用方法など基本的な技術の習得と
作品を完成させる喜びを体得する中で創造性豊かな人間形
成を目的としています。今後も、作品を製作する中で見せる
真剣な顔、戸惑いのある顔、作品を完成させた後に見せる満
足した笑顔を期待しながら活動をしていきます。

10周年記念式典兼入会式

ゆらくるりん１号製作
（６年生）

回転飛行塔製作
（4年生）

お金の見えなくなる
貯金箱製作（5年生）

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://hojo.keirin-autorace.or.jp
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地域活性化アイデア創作活動
in 宮古（みやこ）

　地域活性化アイデア創作活動とは、地域
の課題を発明キッズのアイデアで解決し
ようという取り組みです。
　現在、岩手県の宮古市少年少女発明クラ
ブの皆さんが、9月末の宮古産業まつりで
の発表に向けてがんばっています。

まずは、自分たちの地元“宮古市”をもっと
知ろう！ということで、宮古の観光ガイド
ブックを見ながら復習しました。

2回目の活動では、「かわり屏風」本体に記載するパネル案を考えました。
ご案内するテーマごとに、6枚のパネルを黒板にレイアウト順に貼り、全
体イメージを決めました。
次回は、色画用紙に清書して厚紙（B5サ
イズ）に貼り、「かわり屏風」を作ります。
また、立体ガイドブックの作成も行い
ました。

宮古の良いところ再学習。
●観光名所 ●お祭り
●海や山 ●遊び（体験）
●宮古の歴史！　…

●観光名所（浄土ヶ浜、ローソク岩等）
● お祭り
　 （夏まつり、秋まつり、鮭まつり、毛
ガニまつり等）
●食べるもの
　（あらまき鮭、ワカメ、かき等）
●歴史（宮古湾海戦、義経北行伝説等）

立体ガイドブックも作っています。

かわり屏風（パタパタ）
●完成イメージ（表側）
●裏側は各テーマごとのご案内
※B5版の５列６行の大型です。

アイデアをまとめ、発表しました！
【まとまったアイデア】
◇大型の「かわり屏風」で宮古ご案内
●見るところ！
●食べもの！
●楽しいイベント！
●すごい歴史！

観光名所（浄土ヶ浜、ローソク岩等）

第1回：6月3日（土）

第2回：6月17日（土）

この事業は、競輪の補助金
を受けて実施しています

発明クラブの活動場所「宮古職業訓練センター」
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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　ＯＪ

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7月号 3いよいよ7月、IEYI2017が名古屋で開催されます。皆さんの

ご来場お待ちしてます。名古屋であいましょう！　ｂｙ　OJ
今年も暑い時期になりましたね。みなさんも体に
注意して元気に活動してね！　ｂｙ　パセリ

　世界各国・地域の青少年が創作した発明品が出展される「世界青少年発明工夫
展2017（IEYI 2017）」が、この夏、愛知県名古屋市で開催されます。
　会場には、発明作品だけでなく、未来の科学の夢絵画展、チャレコンの作品も
展示されるほか、愛知県内の発明クラブによる作品展示や、県内企業による参
加・体験型ブース、豊田佐吉翁生誕150年記念展示など盛りだくさん。
　日本で開催されるのは、2004年の東京開催以来、13年ぶり。この機会に世界
の発明作品を見に行こう！

開催地：愛知県名古屋市
会　場：ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）
期　間：2017年7月27日（木）～29日（土）
主　催：公益社団法人発明協会
共　催：愛知県、名古屋市、愛知県発明協会
開催内容 ●世界各国・地域の青少年による発明くふう作品等の展示
 ●愛知県内の発明クラブによる作品紹介
 ●豊田佐吉翁生誕150年記念展示
 ●愛知県内企業によるワークショップなど

入場無料！世界青少年発明工夫展2017

日本から出品されるのは、次の16作品。いずれも日本を代表する素晴らしい作品ばかり。
金メダルを目指して頑張れ！

日本代表団 作品紹介

全日本学生児童発明くふう展
№ 作品名 氏名
1 ママも安心、自動ブレーキ付きベビーカー 太田　匠郎
2 ブックスタンド・トライアングルバー 佐藤　　夢
3 ぼくの長府鉄道 山﨑　秀馬
4 トッテトレール・アンブレラ 堀田　小春
5 置かずに計れる計量カップ 國山祥太郎
6 テープ革命 大槻　紘生
7 鍵閉め忘れ防止装置 工藤　万幸
8 夏の大三角形を探せ!!～松戸プラネタリウム～ 小栁　和季
9 パソコンキーボード併用 キー入力支援装置 大平　隆史
10 レバー式車イス 尾野　宏多

全国少年少女チャレンジ創造コンテスト
№ 作品名 氏名

11 凧あげ
彦坂萌々花
桑原　彩奈
藤原　実紅

12
BEM VINDO AO BRASIL

（ようこそブラジルへ）

清水　智也
中村　瑠晏
内田　晴之

未来の科学の夢絵画展
№ 作品名 氏名
13 手話電話機 伊瀬谷芽生
14 発電木 山内　悠友
15 DNAねんど 松永　悠伽
16 会話が見えーるメガネ 秋山　春菜

世界青少年発明工夫展2017（IEYI 2017）
愛知県名古屋市で開催！

エントランス
イメージ

ポートメッセなごや
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今年も暑い夏到来ですね。絵画展の募集も始まりました。
夏休みに自由研究の他にぜひ未来の科学の夢についての
絵を描いてみてください。　ｂｙ　たっくん

世界青少年発明工夫展の開催に向け、着々と準備を進めてい
ます。13年ぶりの日本開催です。こんなチャンスは滅多に
ないので、ぜひ、遊びに来てください！　ｂｙ　ケンシロウ

第８回 全国少年少女チャレンジ創造コンテスト
からくりパフォーマンスカーで全国大会を目指せ！！

●PRしたいもの・ことをテーマに
　からくりパフォーマンスカーを作ろう！
●工夫をこらしたパフォーマンスで勝負！
●チームで全国大会を目指そう！

●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②：２～３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に掲載されています。
　※活動日程は地区事務局により異なります。
●今年の地区事務局は、「はつめいキッズ」HP（http://kids.jiii.or.jp）を
　見てください。

 １ 募集部門・応募資格
　●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（３歳以上）
　●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）

 ２ 画材・作品の大きさ
　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。
　手描き作品に限ります。厚さ3 ㎜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。
　※今年度よりパソコンを使って描いた作品は対象外となります。

 ３ 応募作品について
　未来の科学の夢や未来の世界を描いた作品。

 ４ 応募方法
　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。

お問い合わせ先
●小学校・中学校の部・・・最寄りの発明協会
●北海道・都内小中学校
　幼稚園・保育園の部
　外国人学校の部・・・・・（公社）発明協会

全国少年少女チャレンジ創造コンテストとは

スケジュール

参加方法
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About

Participation

Schedule

第40回未来の科学の夢絵画展　募集開始！

説明会

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）

6月～8月 9～10月 10～11月 11月25日（土）

創作指導会 地区大会 公開Web
投票 全国大会

第39回 文部科学大臣賞受賞作品
DNAねんど

からくりパフォーマンスカーを作ろう！

動力車 山車（だし）

この事業は、競輪の補助金
を受けて実施します



サイエンス演芸師

その27  ｢シャボン玉でバブルタワー」

サイエンス演芸師｢善ちゃん｣

身の回りは科学で満ちあふれています。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！

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

・台所用洗剤
・水
・ペットボトル
・容器(シャボン玉液を入れる容器)
・布(着なくなったTシャツ、タオル等)

・輪ゴム
・はさみ
・新聞紙

1  ペットボトルの半分から下の
方(もっと上側だけにしても良い
です)をハサミで切り落とします。

2  切り口へ布を被せ、
輪ゴムで留めます。

3  布の余分な部分を
切り落としたら…。

4  できあがり！

水に適当な量の台所用洗剤を
入れシャボン玉液を作り、そ
こへ静かにペットボトルの布
をつけこみます。

新聞紙を厚めに敷き、その上
にペットボトルの飲み口を加
え、息を吐くと、細かなシャ
ボン玉が筒状に出てきます。

良いペースで上側へ吹きながら上
げていくと、高いシャボン玉のタ
ワー｢バブルタワー｣ができます。

準備するもの

作り方

実験のやり方

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

▼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！

切るのが難しいので、けがを
しないように保護者と一緒
に安全に行ってください

こんなに
高くなった!!

君はどのぐら
い大きなタワー
を作れたかな？
いろいろ試して
みよう！！

●  ものすごく高いバブルタワーを作るコツの1つ目。準備の際、丈夫なシャボン玉
液を工夫して作り、そして、布の目の粗さを調節するのがポイントです。結構、
布の目の粗さによってタワーの高さは異なります。

●  ものすごく高いバブルタワーを作るコツの2つ目。息の吹き方と上へ上げてい
くスピードが重要ですので練習してみましょう。

　  ちなみに、善ちゃんは最高1m50cmくらいまで作りました！！！

工夫してみましょう
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中学校３年間、発明クラブに通い、もの
づくりの楽しさを知り、将来ものづくり
に携わりたいという思いと、テレビの映
像を自分でも制作してみたいという思い
が重なり、映像制作会社である「有限会
社アニモ」に就職しました。現在、ＣＭな
どの映像編集の仕事に携わっています。

　夏休みの宿題で、大好きなおばあちゃんの
ために何か役立つものを作りたいと思い、工具
を借りに発明クラブへ行ったのが、通うように
なったきっかけです。発明クラブに行くと、工
具の使い方や、どのように作ったら、より安全
で、良いものが作れるかなど、とても親身に
なって教えてくださる先生方ばかりで、通うの
が楽しかったのを覚えています。先生方のおか
げで、発明くふう展で特別賞を受賞し、世界青
少年発明工夫展でベトナムに行かせていただき
ました。そこでは、初めて触れ合う他国の人や、
他国の発明品など、私にとってとてもよい刺激
になりました。また、その時作った「おばあちゃ
んの靴べらステッキ」は、近くの老人ホームにプ
レゼントさせていただいたのですが、その時の
喜んでいただいた姿が、今でも忘れられません。

　今はテレビCMや、企業VP
などを制作する、映像制作会社
の編集部という部署で働いてい
ます。撮影してきた映像や、グラ
フィックデザインなどを使い、
編集やデザインを組む仕事をし
ています。それは、お客様に渡る
最終段階の仕事で、この編集し

た映像によってとらえ方が変わってくるため、とても重要なポジションです。
　映像をクライアントさんが見て喜んでくださる姿を見た時は本当に嬉し
いですし、やりがいがあります。また、自分が携わった映像が、実際にテレビで
流れているのを見た時の達成感や喜びは、発明クラブに通っていた当時に感
じたものと通ずる部分があると思います。

碧南市少年少女発明クラブ ～総括指導員の話～
　碧南市の発明クラブ発足時は、本人が中学１年生で、クラブ員として常
時活動には参加できませんでしたが、碧南市創意くふう展に向けて、アイ
デア工作教室に熱心に通っていました。おばあちゃんが大好きで、おばあ
ちゃんの役に立つものを作りたいという一心で、いろいろなアイデアを出
しながら製作活動をしていました。中学２年生のときに、立ったままでも
靴が履きやすくなる作品を作り、全日本学生児童発明くふう展で特別賞を
受賞しました。熱心な取り組みの成果だったと思います。とにかく、おばあ
ちゃんの喜ぶ顔を見たいという思いがとても印象に残っています。

センパイからのメッセージ
　昔から物を作ることは大好きで、よく家でも工作はしていましたが、家ではどうしても限界がありました。その時出会ったのが、発
明クラブです。行ってみると、使ってみたかった道具や、見たことのない機械などがたくさんあり、私にとっては夢のような場所でし
た。また、この発明クラブでの素敵な出会いや、相手のことを想い、物を作るにはどういう工夫が必要か考える力など、ここで学んだこ
とはとても大きく、将来仕事をする上で役立ちます。皆さんも物を作る楽しさを感じてください。

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

碧南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！vol.20

『人との出会いや、相手のことを想い
物を作る』ということを学び、
今の私があります。

岡
お か べ

部　華
は る か

佳さん（22歳）

Before（2010年） After（2017年）
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