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男の子も女の子もお父さんも
お母さんもいっしょに楽しく

活動しています。

　平成15年に発足。クラブ員は3年生から6年生まで約
40名です。ホバークラフト、ロケットなどいろいろな工
作に挑戦しています。
　全員が同じ内容で活動しているので、3年生や4年生
にはちょっと難しいこともありますが、とにかく完成さ
せるのが目標です。
　「できた！でも、動かない…」
　そんなときは、どうしてなのかな、どこが悪いのかなと
考えなければなりません。でもあきらめず、上級生や指導
員に応援してもらいながらがんばって完成させます。
　「できた！動いた！」
　そのときの笑顔を見るのが楽しみで、指導員もがん
ばっています。

ゲルマニウムラジオ工作

ペットボトルの
水ロケット打ち上げ

ホバークラフト工作

竹のハロウィンランタンの製作

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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(牛久市少年少女発明クラブ)
小瀧陽翔さん（小６）

　全国発明くふう展で「電ビーブロック迷路」が入賞。今年は湿布貼り機「ひと
り手シップ」、自動くつ乾燥機「ひまわり2号」を考えました。電子工作や動く
機械づくりが好きです。微調整をして良い結果が出ると達成感があります。
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2018年1月号2 『はじっこもつかうぞ〜っ！』のコーナー！　＜編集後記＞

　去る11月25日（土）、東京工業大学 大岡山キャンパス屋内運動場において、第8回全国少年少女チャレンジ
創造コンテスト全国大会が開催されました。当日は晴天に恵まれ、多くの来場者にもお越しいただき、会場は
熱気に包まれました。全国664チームの中から選抜された60チームが集い、アイデアとひと夏の思い出をつ
め込んだパフォーマンスカーで熱戦を繰り広げました。

入場行進（沖縄県代表）
「Big Babg」

　作品は、「昔あそび」。日本の昔からあ
るあそびを表現しています。動力車は

「コマ」が回り、山車１号車は「福笑い」で
走行中に可愛いおかめの顔になります。
山車２号車は「羽根つき」と「凧上げ」で
す。凧は１ｍ以上せり上がってきます。
また、大阪代表らしい漫才風のプレゼン
テーションで会場の笑いを誘いました。

　作品は、「目指せ　金メダル40 個」。2020 年
の東京五輪で日本選手が活躍し金メダルを40 
個獲得してほしいという願いを表しています。
動力車は開会式、山車
１号車は卓球や背泳ぎ
の競技を表しています。
山車２号車では、金メ
ダル40 個達成の垂れ
幕が高く上がります。

開会式での選手宣誓（北海道代表）
「かもくまナカジマン５」

パフォーマンスを実況しながら60チームが順に走
行を行いました。コンテスト委員による評価、審判の
判定、来場者による投票
により、午後の決勝コン
テストに進出する20チー
ムが選抜されました。

第８回 全国少年少女
チャレンジ創造コンテスト 全国大会

予選コンテスト

予選（北海道代表）
「アイヌ」

沖縄エイサー祭りの
コスチュームで登場!!

３年連続出場の
チーム員がいます。

テーマに合わせた
民族衣装で挑戦！

金メダル
特別賞

銀メダル
優秀賞

決勝コンテスト 選抜された20チームが、1分間のプレゼンテーションに続いて
１分間の走行を行いました。

特別賞　文部科学大臣賞
（総合部門最優秀チーム）

大阪府代表
（大阪市森ノ宮少年少女発明クラブ）

「RSブラザーズ」

特別賞　特許庁長官賞
（アイデア・パフォーマンス部門最優秀チーム）
愛知県代表（刈谷少年少女発明クラブ）

「チーム世界」
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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
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毎年の事ですが、年明けから忙しくなるので、
年末年始はたくさん食べて力を蓄えました。

by　OJ

今年度もあと少し。くふう展と絵画展の審査も進んでます。応募
した皆さんは結果が気になっていると思います。どんな結果でも
全国に推薦されたことは素晴らしい結果です ！　by　たっくん

愛知県代表（幸田町少年少女発明クラブ）
チーム：「花火」
作　品：「からくりんピック
　　　　〜音と花火で金メダル ！〜 」

千葉県代表（松戸市少年少女発明クラブ）
チーム：「松戸１号」
作　品：「松戸の“祭”」

東京都代表（町田市少年少女発明クラブ）
チーム：「KOTOHA」
作　品：「四季の行事」

走行競技終了後は、刈谷少年少女発明クラブ
の先生方による体験教室が開催されました。
全国大会出場チームや一般来場の子ども達が
グループを作って“遠くまで飛ぶ飛行体や高い
タワー作り”などの即興課題に挑戦しました。

宮崎県代表（都城少年少女発明クラブ）
チーム：「希望の華」
作　品：「みやこんじょの よか祭り ！ 」

静岡県代表（三島市少年少女発明クラブ）
チーム：「SURUGA」
作　品：「静岡の名産物」

香川県代表（三豊市少年少女発明クラブ）
チーム：「ダブルK」
作　品：「源平屋島合戦ぽんぽこ」

愛知県代表（豊田少年少女発明クラブ）
チーム：「MSK豊田」
作　品：「SHINOBI」

京都府代表
チーム：「京サーカス団」
作　品：「京の曲芸」

徳島県代表（北島町少年少女発明クラブ）
チーム：「チーム考案作成」
作　品：「阿波おどり号」

金メダル
特別賞

銀メダル
優秀賞

発明協会会長賞

JKA会長賞

NHK会長賞

発明協会会長賞

荏原製作所賞

読売新聞社賞

発明協会会長賞

日本弁理士会会長賞

WEBポイント賞

戦い終わって。
特別賞には賞状と金メ
ダル、優秀賞には賞状
と銀メダル、全国大会
に出場した選手に銅メ
ダルが贈呈されました。
また、金銀に届かなかっ
た決勝進出チームには、
認定証が贈られます。

〜 表 彰 式 〜
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新年おめでとうございます。今年の冬は例年になく寒い
ようです。みんなもカゼをひかないで頑張ってね！

by　パセリ

あけましておめでとうございます。今年の発明くふう展
も全国からたくさんの作品が集まりました。受賞結果は
次号で紹介します。乞うご期待！　by　ケンシロウ

おしくも受賞をのがした決勝進出チーム
地域 チーム名 作品名

青森県
(五所川原市少年少女発明クラブ） チームKKTK 走れメロス！！

宮城県
(仙台市太白少年少女発明クラブ） ミラクル太白 未来の海上都市と海底火山

茨城県
(日立少年少女発明クラブ） たくみとあくあ 茨城再発見と将来の姿

千葉県
(松戸市少年少女発明クラブ） 松戸2号 花鳥風月

東京都
(調布少年少女発明クラブ） 調布発明・工夫 世界の空気をきれいにしよう

神奈川県
(川崎北部少年少女発明クラブ） ザ・チャレンジャーズ 箱根へLet's  Go！

富山県
(砺波市少年少女発明クラブ） 砺波野　Blue T4 砺波といえば・・・

チューリップフェア！
大分県
(大分少年少女発明クラブ） チームKK 名将双葉山号

大分県
(別府少年少女発明クラブ） 湯けむり発明隊 べっぷ丸

第8回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト 全国大会概要
日　時  平成29年11月25日（土）　10:00〜16:30
会　場  東京工業大学 屋内運動場　 来場者  約900名（選手含む）
主　催  公益社団法人発明協会
後　援  文部科学省、経済産業省、特許庁、日本弁理士会、NHK、読売新聞社、

東京工業大学、全国連合小学校長会、全日本中学校長会
特 別
協 賛  　　　　　　　　　株式会社 荏原製作所

この事業は、競輪
の補助金を受けて
実施しました
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サイエンス演芸師

その30 ｢くるくるクリップキャッチャーで遊ぼう」

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

・ゼムクリップ29個　・輪ゴム1個

1   図のように
クリップを
つなぎます。

1   輪ゴムを10～20回程度巻き、放すとクリップ
が回転します。

2   下の部分が開くので、何かモノに被せると
うまく吊り上げることができます。

準備するもの

作り方・実験のやり方

遊び方

▼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！

たったのこれだけ！

どれだけ大きなモノや
重いモノを吊り上げら
れるか挑戦しよう！

クリップの数や大きさ
を変えて、君だけのオ
リジナル｢くるくるク
リップキャッチャー｣
を作ってみてね。

　つながったクリップが回転することで外側に広がる力が生まれます。その
力により下の部分や側面が広がり、モノを取り入れることができます。
　下部の開口部となるクリップの数を変えるなど、工夫をすると、もっと大
きなモノが吊り上げたりすることができますので、いろいろと数や組合せを
変えても面白いかもしれません。

どういった仕組み？

2   ①～⑤を1つの輪ゴ
ムを通したクリップ
で束ね完成です。
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　小学3年生の時に発明クラブがあることを知
り面白そうだと興味を持ち入会しました。クラ
ブの講座では毎年テーマを変え、新しい発見と
驚きをくださいました。指導員の先生方はいつ
もわかりやすく解説して頂き、大学生になった
今クラブへの恩返しの気持ちと子どもたちの発
想から学びたい気持ちでクラブの指導員として
お手伝いをしています。

センパイからのメッセージ

　『アイデアは身近な所にある』と聞くと簡単なことのように思えますが、いざ実際にアイデアを探してみるとこれがな
かなか難しい。そんなときは「どうして」困っているのか「なんで」面倒なのかと考えてみましょう。それを繰り返していく
うちに、「どうすれば」解決できるのかを思いつきます。そうです。それがアイデアです。
　解決案は出せませんがアイデアを一緒に考えることはできます。あまり気負わず「なんで」と考えてみてください。

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

町田市少年少女発明クラブ(東京都)

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.23

子どもたちの発想から
たくさんのことを学んでいます。
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子
こ

さん（21歳）

Before（2008年） After（2017年）

　大学では理系学部には進みませんで
したが、現在は、データ分析を中心とし
た社会調査と簡単にですがプログラミ
ングを学んでいます。発明クラブの指
導員としては主にクラブ員のアイデア
を出すお手伝いをしています。子ども
たちの発想は目から鱗が落ちるような
ものが多く、勉強になることがたくさ
んあります。

　発明クラブに入ったきっかけはちょっとした興味でした。工作がすごく好
きだったというわけではなく、最初の頃は「何かおもしろいことが見られる
クラブなんだろうな」といった気持ちでクラブに参加ました。そんな中、あ
る講座で「ハニカム構造」について教えてもらい、衝撃を受けました。指導員
の先生はその仕組みをとても分かりやすく教えてくださり、いろいろな場所
でハニカム構造が使われていたことを知って、身近な技術に感動しました。
　クラブ外でも様々な活動に参加しました。工業高校のロボット大会を見
学したとき、コースに沿って走るロボットを見て、どうやってコースを判断
しているのかと聞いたところ、先生がとても丁寧に教えてくださいました。

NHKで放映された
「ホバークラフト・
チャンピオン大会」
の様子。最前列の一
番右が佐久間さん

れ
ん
さ
い


