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子供の自由な発想を重んじ、
常に一人ひとりが

アイデア自由工作に
挑戦しています。

　さいたま市少年少女発明クラブは1987年設立。昨年
30周年を迎えました。現在のクラブ員は小４～中２の全
37名で、指導員12名です。
　毎月第１・３土曜日とし年間約20数回活動しています。
新入生は簡単な工作で道具の使い方から学びます。活動の
基本は自由工作なので、１人ひとり取り組むものが異なり
ます。その分、指導員は大変ですが、子供の自主性を育む相
談相手として指導に当たっています。通常活動のほか、夏
休み公開親子工作教室、地域イベントへの参画、バス利用
の親子参加一日体験学習の旅、出前教室等の活動も行って
います。メインイベントは、修了式当日行う「ロボコン競技
大会」で、年間の集大成として全員参加を基本に、約３ヶ月
をかけ、各自アイデアを折り込んだキャリアロボットを製
作し、競技大会は毎年盛り上がり、大変好評です。

2分以内にどれだけ自陣に
玉を運び込めるかを競う
玉取り合戦

参加者の作品を並べ、
保護者も含む人気投票

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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左から遥一さん（兄）、暁洋さん（弟）

(さいたま市少年少女発明クラブ)

福櫻遥一さん（中２）
福櫻暁洋さん（小４）

平成28年度埼玉県児童生徒発明くふう展に
「全てお任せ靴水切りマシン」を出品。奇抜なア
イデアを評価され、これまでクラブ員として得
た賞では最も優秀である埼玉県教育委員会会
長賞を獲得しました。今年も頑張ります！
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輝いた優秀作品



少年少女発明クラブニュース
2017年9月号2 『はじっこもつかうぞ〜っ！』のコーナー！　＜編集後記＞

開会の挨拶をする野間口有発明協会会長。大村愛知県
知事、河村名古屋市長からもご挨拶をいただきました。

熱気に包まれた会場の様子。3日間通じて老若男女問わず多くの方々が来場されました。

各国選手とリーダーによる開会宣言。
掛け声は「エイエイオー！」

　日本で13年ぶりに開催された今年の世界青少年発明工夫展。会場には150を超え
る発明品、絵画作品をはじめとする様々なブースが展示され、来場者は3日間でなんと 
3万2000人を超えました。熱気あふれる展覧会場と、日本団員の活躍をお伝えします！

開 会 式

世界青少年発明工夫展（IEYI）2017
愛知県名古屋市で開催！

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
後　　援

文部科学省、特許庁、世界知的所有
権機関日本事務所、中部経済産業
局、中日新聞社
開催期間

2017年7月27日～29日
（エクスカーション 7月30日）
会　　場

ポートメッセなごや 第2展示館
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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9月号 3世界展が無事終了し、抜け殻のようになっていますが、

これからは作品募集の時期。気持ちを切り替えて頑張ります。　ｂｙ　OJ

イタリアとロシアの出品ブース。
来場者も熱心に解説を聞いています。

発明クラブ員もたくさん来場してくれました。
次回は君たちが世界展に出場する番だ！

海外からの参加者
とも交流を深めた
日本団員。貴重な
経験です。

海外からの来場者に英語で説明する山内君。
立派です！

SKE48の後藤楽々さんからの取材を受ける太田君。
日本をはじめ、海外のTV取材もありました。

全員で記念撮影。何と前回、前々回の
派遣団OBも応援に駆け付けてくれました！

青少年ブース
　青少年ブースでは各国・地域からの参加者が各々の作品を展示し、自慢の作品を来場者や審査員に熱心
に説明していました。国際大会であるため、作品の説明は全て英語！ 会場内のあらゆる場所から英語が飛
び交う様子に最初は戸惑っていた日本団員も後半は積極的に作品をＰＲしていました。
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2017年9月号4 今年の夏は雨と暑さがすごかったですが、みんな元気にすごしていましたか？

　雨にもマケズ！　暑さにもマケズ！頑張りましょう。　ｂｙ　パセリ

　青少年ブース以外にも、愛知
県内発明クラブの紹介や、愛知
県内企業による参加・体験ブー
ス、豊田佐吉翁生誕150年記念
展示など様々なブースが出展。
世界屈指のものづくり地域であ
る愛知県が会場全体で表現さ
れ、実際に体験しながら楽しむこ
とができました。

各ブースの紹介

 愛知県内発明クラブ作品紹介ブース
県内の発明クラブが自慢の作品を紹介。
発明クラブ数全国1位は伊達じゃない！

 ブラザー工業ブース
オリジナルうちわの作成や製品分解して
その構造を学ぶワークショップ。

 名古屋木材ブース
曲がる木を使って腕輪を作成したり、木
材の性質を学びました。

 豊田佐吉絵本ミュージアム
豊田佐吉の生涯と発明を紹介するコー
ナー。貴重な織機も展示されました。

 石光工業ブース
マシニングセンタを使ったプレート作成
や測定器を使った測定器体験コーナー。

 はんどるさん
身の回りのモノにハンドルを付けて、そこ
からできる物語を創造しました。

 からくり大発見
トヨタグループによる「からくり改善」の紹
介。工場で導入されているものばかり。

 ＮＴＴ西日本ブース
プログラミング教育ロボット「Ozobot」
の制御を体験するコーナー。

　愛知県では毎年8月1日を「愛知の発
明の日」と定めていますが、今年はスケ
ールを広げ7月1日から8月31日までの
期間を「あいち発明の夏2017」として、
県内各地において、科学技術や創意工
夫を大切にする各種行事を行いました。
　この世界青少年発明工夫展もその一
環であり、「ロボカップ2017名古屋世界
大会」「記念講演会」もポートメッセなご
やにおいて、同時開催されました。

▲記念講演会の様子

あいち発明の夏2017

▼ロボカップ2017 名古屋世界大会



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
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宮古の地域アイデア創作活動も佳境に入っております。
近々お披露目になる作品が楽しみです。　ｂｙ　たっくん

今年の開催国である日本から、次回開
催国マレーシアへのバトンタッチセレモ
ニー。参加者によって寄せ書きされた
IEYI2017のロゴ入りの旗が、しっかり
と受け継がれました。

閉会式・フェアウェルパーティー

エクスカーション

3日間の展示会を無事に終えて臨んだ閉会式。
金メダル、銀メダル、銅メダル、そして各国特別賞を受賞された皆さん、本当におめでとうございます！

閉会式の翌日は、名古屋城、名古屋市科学館、シ
ョッピングセンター等、名古屋市内を観光・視察
し、日本の文化や伝統に触れました。

IEYI　2017　参加・出展状況
◆参加国・地域
中国、香港、インド、インドネシア、イタリア、日本、韓国、マカオ、マレー
シア、フィリピン、ロシア、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム　　
◆参加作品数（発明品、絵画、参考出品）　159作品
◆参加人数　246人

日本団員受賞結果
【メダル】 【氏　名】 （特別賞）
金メダル 太田　匠郎
 尾野　宏多
 堀田　小春
銀メダル 佐藤　　夢 （タイ）
 松永　悠伽
銅メダル 秋山　春菜
 伊瀬谷芽生
 大槻　紘生
 大平　隆史
 國山祥太郎
 小栁　和季
 山内　悠友 （ロシア）
 彦坂萌々花、桑原彩奈、藤原実紅
　　－ 工藤　万幸 （香港、インドネシア、シンガポール）
　　－ 清水智也、中村瑠晏、内田晴之（マカオ）
　　－ 山﨑　秀馬 （中国、台湾）

※本事業に係る日本派遣団員の活動については、競輪の補助金を受けて実施しました。
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2017年9月号6 世界展が終わりました。そして夏休みも終わりました。次のイベントに

気持ちを入れ替えていきましょう！　ｂｙ　ケンシロウ

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in宮古の3回目の活動を紹介します。
　岩手県の宮古市少年少女発明クラブの皆さんが、9月30日～10月1日に開催される「宮古産業ま
つり」で発表する作品作りにがんばっています。

3回目の活動では、「かわり屏風」本体となるパネルを作成しました。
ご案内するテーマは、「楽しむ」「食べる」「イベント①」「イベント②」「歴
史」の5種類です。1テーマで6枚のパネルを使うので、合計30枚のパネ
ルが必要です。屏風の表側となる全般紹介と交通案内のパネルを作成し
てから、掲載順番を確認しながら表面と裏面のパネルを貼り合せました。
また、低学年のクラブ員は、宮古を紹介する立体ガイドブックを作成しま
した。

　8月10日、八戸地域地場産業振興センターにおい
て、日本教育新聞社主催の「第20回エネルギー・環境
教育シンポジウム」が開催されました。教員や教育関係
者を対象に、最新のエネルギー環境問題の情報提供を
行うシンポジウムです。

　今回のシンポジウムでは、文部科学省科学技術・学術
政策研究所上席研究官の浦島邦子氏の「未来を創る」基
調講演から始まり、理科教育コンサルタント小森栄治氏
の「理科は感動だ!」の実験・工作講座のほか、２組の学生
によるプレゼンテーションが初の試みとしてプログラム
に組み込まれ、八戸市少年少女発明クラブの神田拓磨く
ん(中3)がその内の１人に選ばれて発表しました。
　神田くんは発明クラブ員の視点で“エネルギー・環境
問題”を考察して、聴講者に向け“エネルギーの大切さ
と省エネ意識”について発表しました。

全体の色合い、レイアウトの確認

立体ガイドブックの作成出来上がった屏風の表面 屏風の裏面

第3回：8月19日（土）

この事業は競輪の補助金
を受けて実施するものです

クラブ員の

活躍
第 20 回エネルギー・環境教育シンポジウムで

八戸クラブの神田くんが発表！
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サイエンス演芸師

その28 ｢振り子で実験 ～単振り子と周期を調べよう～」

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

・ペットボトル
　350ml×3
・紐
・木棒
・水
・ヒートン
  （吊り下げ用金具）
・はさみ
・錐(きり)

1   それぞれのペットボトルのフ
タに錐で穴を開けたりして、
ヒートンを固定します。

2   木棒に等間隔で６ヶ所に紐の
通る程度の穴を錐などを使っ
て開けます。紐を3本通し、そ
れぞれにペットボトルのヒー
トンを吊りかけ固定します。

3   それぞれのペットボトルに適
量の同じくらいの量の水を入
れます。

4   できあがり！

1   棒の両端を掴み、例えば、一番上のペッ
トボトルをおもりにした振り子を大き
く綺麗に揺らすと、そのほかの2つは綺
麗に揺れません。

2   真ん中のペットボトルをおもりにし
た振り子を綺麗に大きく揺らそうと
すると、上も下の振り子は揺れませ
ん。同様の実験を一番下のおもりで
試してみましょう。

この単振り子の1番上は木棒下部からペッ
トボトルの底辺まで24.8cmの長さにして
います。すると、振り子が行って帰ってく
る時間（周期）が1秒になります。一番下は
長さを1mにしています。すると周期は2秒
になります。ちなみに真ん中のペットボト
ルは、上と下のペットボトルに当たらない
ように調整しているため、きりの良い周期
ではありません。

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！

写真をよく見て、参考に
しながら作ってみよう。
これは作り方の一例な
ので、別の方法も試して
みてね。
くれぐれも怪我のない
ように気を付けてね。

水の量を変えて単振り子の重
さを変化させるとどうなるか
な。周期を観察してみよう。

634mの高さのスカイツ
リー の 1周 期は 51 秒 強
で、それより短い振動を与
えても行って帰ってくる
ようなゆらゆらした周期

（共振）は起きないんだ。で
も、それ以前にそうした振
動による揺れを防ぐため
の工夫が施されているか
ら、万が一、共振するよう
な揺れが起きても倒れな
い構造になっているんだ。

振り子の動きには決まりがありま
す。重さは関係なく長さにより周期
が決まります。これが振り子の等時
性です。1583年のある日の夕方、
ガリレオ・ガリレイはピサの大聖堂
の中へ入りうす暗い中で灯された
ランプを見て、大きく揺れても小さ
く揺れても、長さが一緒だったら周
期が同じことを発見しました。

一番奥がピサの斜塔、真
ん中がピサの大聖堂、手
前が洗礼堂です

わかること

ゆら〜 ゆら〜
ゆら〜
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クラブ設立（1987年）と同時に小学校
６年でクラブ員に。大学生まで指導員補
佐として在席。テルモ（株）研究開発セン
ターを経て海外勤務後、地元に戻る。
指導員の先生達のお声掛けで、本年度よ
り修了生初めての指導員として、クラブ
に帰ってきました。

　木工作が大好きで、強度があって綺麗に仕上げられるまで、何度でも作り直さ
せてもらえました。何と今でもその作品を使っています。電気関係では「発電機と
モーターを組み合わせて、永遠に光る懐中電灯を作りたい」と言ったら、普通は大
学で習う「エネルギー保存の法則」を小学生の私にも分かるように丁寧に教えてい
ただき、なぜ作れないかも知ることができました。
　クラブの外でも、工場見学させていただき、当時のオートメーション設備に感動
したり、とても良い体験でした。中でも、市主催の「空き缶レガッタ競技大会」に出
場できたことは強く印象に残っています。空き缶を５００個も使って、浮かせる船
を作り、大宮公園内の池で走行競技大会・漕ぎ手としても参加しました。

中央で旗を持って
いるのが塩野さん

脳血管内治療器実験中の塩野さん

　発明クラブの影響で大学では物理を専
攻、サークルは特許研究部に所属しました。
　就職後に派遣された、米スタンフォード
大学Biodesignコースでは「臨床現場にお
ける未解決のニーズ探し」から始める医療
機器開発を系統だてて学びました。帰国後
の現在は脳血管内治療の国内マーケティン
グとして、最先端医療技術の導入のため、国
内外を飛び回っています。

センパイからのメッセージ
　困ったことや、めんどうなことを見つけ、解決するプロセスすべてが発明です。ニーズを見つけて、アイデアを考え、実現する技術
を磨きましょう。
　たくさんの人が使えるように、量産して、使い方の指導と品質保証まで実現するには一人の力ではできません。でも、どんなビジネ
スもあなたが考えた発明やアイデアから始まります。一緒に頑張っていきましょう。

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

さいたま市少年少女発明クラブ(埼玉県)

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.21

困ったこと、めんどうなことを
探して解決！それが発明
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