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全国の少年少女発明クラブ紹介 vol.36

ものづくりを通して、
人間性豊かなひとづくりを
行うことがモットーです。

　日立少年少女発明クラブは、平成9年7月に発足し、今年度で20周
年を迎えました。小学3年生から中学3年生が活動しており、これまで
に約1200名のクラブ員が所属し、創作活動に取り組んできました。
　クラブでは、定例・補完活動を月2回開催し、技能に応じた基礎クラ
ス、工作クラス、創造課題クラス、創造自由クラスの4クラスに分かれ
て取り組んでいます。
　各クラスの活動では、技量にあった工具の使い方や製図の書き方、
電子工作や半田付けなどを学び、最上級の創造自由クラスでは、クラ
ブ員がそれまでに培った技術を用いて、製図から部品裁断など1年間
かけて創作活動をします。
　また、まえばしロボコン大会や全国少年少女チャレンジ創造コンテ
ストなど各種大会や展示会にも参加しています。第7回チャレコン全
国大会では、優秀賞・銀メダル（ＮＨＫ会長賞）を受賞することができま
した。

【平成29年度　クラブ員76名、指導員23名】

特別活動（ガラス細工製作）

チャレコン参加作品の
製作

創造自由クラスによる
製作の様子

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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ふろくレッツチャレンジつくってあそぼう！
はさみこみ  花さかじいさん
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　発明クラブに4年間所属し、今年度は、クラブ最高学年としてクラブ長を務
め、昨年12月10日に開催した発足20周年記念式典では、クラブ員を代表して
「お礼の言葉」を述べるなど76名のクラブ員をまとめてきました。
　今年度で卒業ですが、最後にこれまでに培った技術とアイデアで左右前後自
在に動くホイールを活用したロボットを製作しています。
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少年少女発明クラブニュース
2018年3月号2 『はじっこもつかうぞ〜っ！』のコーナー！　＜編集後記＞

　第76回全日本学生児童発明くふう展の受賞作品が決定しました！全国各地の発明くふう展で優秀な
成績をおさめ推薦された全769作品の中から、見事、最優秀賞となる恩賜記念賞を受賞したのは「車輪形
状変形システム」。特別賞13作品と併せてご紹介します！
　また、受賞した全155作品は、3月28日～31日まで、東京・科学技術館で展示します。発明教室や
善ちゃんのサイエンスショーも開催します。ぜひ、遊びに来てね！
※全日本学生児童発明くふう展の展示会場は無料でご覧いただけます。科学技術館の常設展示をご覧になる際は、次ページ上の割引券をご利用ください。

町田市少年少女発明クラブ

町田市少年少女発明クラブ

伊達市立伊達小学校（北海道）

６年　松
まつおか

岡　陽
はる

さん

町田市立鶴川第四小学校（東京都）

6年　近
こんどう

藤　菫
すみれ

さん

町田市立鶴川第二小学校（東京都）

4年　工
く  ど う

藤　貴
たか ひろ

博さん

君津市立貞元小学校（千葉県）

1年　山
やまもと

本　射
い ふ と

富人さん

大田区立高畑小学校（東京都）

5年　鈴
す ず  き

木　創
そ ふ ぃ あ

妃光さん

　階段や段差を乗り越えることができる車輪を
作りました。これまでの円形の車輪は階段や段
差の角で滑ってしまいます。星形の車輪では階
段との接地面ができて滑りません。回転力を直
線の動きに変換するラックアンドピニオン（歯車）
を使いました。円形の車輪を6枚に分けて、それ
ぞれの端を固定します。反対の端をラックの直線
運動で引き込むことで、星形の車輪に変形しま
す。逆回転させれば円形に戻ります。平地では
円形車輪で走行し、階段や段差では星形に変形
できる走行システムが完成しました。

　この作品は、スーパーなどで使用
されているロール状ビニール袋の口
を開口させるために考案したもので
す。手拭き布を触らずに、清潔、ま
た、簡単に開けることができます。
ビニール袋をすべり止めのついた板
にあてながら引っ張ると、自然に袋

の口が開きます。あとは、切り取り板でミシン目をあてて切れば、袋が開いた状
態になります。この作品を使うことで、簡単で清潔にビニール袋を開けることがで
き、スーパーでの買い物が楽しくなります。（登録新案第3212696号）

　ぼくは食事や勉強の後、イスを元に
もどしわすれることがよくあります。
そこで、イスから立ち上がり去った
後、決めておいた位置に自動でもど
ることができる装置を作りました。イ
スを下げるという行為は、普段何気
なくしています。そのため、下げる距

離、方向、向きは様々です。しかし、イスを下げる可能性のある範囲とイスの傾き
は予想できるため、その範囲内であればイスが向き・方向を自動修正しながらほ
ぼ正面を向いて、定めておいた位置にもどることができる仕組みを考えました。

　磁石の反発する力でトイレット
ペーパーの芯を宙に浮かせて、回
転しやすく止まりにくい仕組みにし
ました。また、じしゃくの引き合う力
で絵が見やすい位置で止まるよう
にしています。回転を止めるには、

磁石の力が強くなければ止まりにくいので、超強力磁石を3個にして、止まりやす
いようにしています。絵は僕の好きな事を３つ考えて描きました。「サッカー」、「牛
丼」、「昆虫採集」。同じ絵が揃ったら、その場所へ行こう！

　この作品は、ビニールでできたランドセル
カバーとレインポンチョを一つにして、気軽
に持ち運びできるようにした作品です。登下
校時、急に雨が降って使用する時もランドセ
ルを背負ったままでパッと着られます。しまう
時は、日本伝統の折り紙の仕組みを使って、
うすく小さくキレイにたたむことができます。
天気を気にせず荷物にもならないので、安心
して登下校ができます。

車輪形状変形システム

Clean & easy

イス自動収納装置

さあ どこに行く？
スロットマシン

パッと着られる！
ランドセルレインポンチョ

第76回全日本学生児童発明くふう展
受賞者決定！

恩賜記念賞恩賜記念賞

経済産業大臣賞 特許庁長官賞

内閣総理大臣賞 文部科学大臣賞
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少年少女発明クラブニュース
2018年３月号 3まもなく一年も終わり、4月からは新年度。

少しホッとしたいところですが、発明くふう展は3月31日までやっています。みなさんきてくださいね ！　ｂｙ　OJ

鎌ケ谷市立西部小学校（千葉県）

3年　浅
あさ

野
の

　彰
しょう

雲
うん

さん

福島県立郡山北工業高等学校

3年　関
せき

根
ね

　巧
たく

也
や

さん

群馬県立高崎工業高等学校

1年　小
こ

代
しろ

　大
だい

介
すけ

さん

松戸市立殿平賀小学校（千葉県）

4年　笹
ささ

﨑
ざき

　真
ま ゆ り

有里さん

松戸市立第六中学校（千葉県）

3年　小
こ

栁
やなぎ

　和
かず

季
き

さん

鶴岡市立黄金小学校（山形県）

4年　若
わこ

生
う

　結
ゆ

愛
まな

さん

千葉市立花園小学校（千葉県）

6年　中
なか

澤
ざわ

　里
り

菜
な

さん

流山市立東部中学校（千葉県）

2年　藤
ふじ

田
た

　瑞
みず

穂
ほ

さん

　旅先で見た万華鏡に関心を持ち、自分でも
作りたいと思いました。丸めたモールを万華
鏡から見ると花火のように見えたことから、
万華鏡を用いた打ち上げ花火の作品を作る
ことを思い付きました。作品の使い方は、ま
ず丸めたモールを打ち上げ装置に入れ、ゴム

の力で上に飛ばします。打ち上げられたモールは磁石に付くようにし、ＬＥＤライト
で照らします。その様子をテーパードミラー式万華鏡から覗くと、キラキラ光る立
体的な球体として映り、まるで夜空に打ち上げられた花火のように見えます。

　この作品は太腿上げ運動訓練や車
イス操作訓練などを「ゲーム感覚」で楽

しみながら行えるように制作した入力装置です。動きの情報はUSBでパソコンに
入力され、グーグル社のストリートビューを操作します。特殊なプログラムは必要
なくパソコンとネット環境があれば使用できます。体が不自由な方でも室内で世
界中、水中や宇宙まで散歩することができますが、実は訓練者の自宅近所を案内
してもらう方が主体的に運動するように促すことができます。

　視覚障害者が、駅のホームから転落して死
亡したニュースを見て、だれもが安全に出かけ
られる社会にしたいと思い、発明した作品で
す。駅のホームドアの代わりに設置したり、人
の交通量が多い交差点で、道路と歩道の境
目に設置したりして、危険区域に進入した人
へ、圧縮空気を利用して危険を知らせ、周囲
の人にも連動するブザーで知らせる事ができ

ます。本体を軽くし、連結できる仕組みにして、立てたりぶら下げたりできる構造
で、狭い場所から広い場所まで、様々な状況に対応できるように工夫しました。

　昨年モーターについて学習し、モーター
にカムを組み合わせると上下に動かした
り開閉させることができることを知りまし
た。この作品は１つのモーターの動力だけ
で３つのカムが動くようにギアを使って工
夫しています。1つ目のカムは花火を押し
出しています。開いた花火は重りの仕掛

けで自動的に戻り、上下する重りがスイッチになって花火の光が点滅します。2つ
目のカムは見物客を左右に動かしています。３つ目のカムはシーソーを動かし作用
点にかかる力を利用して花火を打ち上げる「ドン」という音を出しています。

　大好きなバンドのコンサートを自分
で演出したいと思い、IchigoJamと
いうコンピュータで、MIDI規格の音
源、赤外線から紫外線まで10種類の
LED、ステッピングモーターやサーボ
モーター等を制御して実現しました。
電源を入れると幕が上がり、指揮棒の

赤外線を人形に向けると、その人形がスポットライトを浴びて歌や楽器を奏でます。
人形の指揮者による自動演奏と自分で指揮をする手動演奏が選べ、曲の後半に
光ファイバーや蛍光の効果で盛り上がった後、幕が下がります。

　この作品は、以前お母さんが働くデ
イサービスにボランティアに行った時、
年を取ってくると体が思うように動か
なくなってくることを知ったことがきっ
かけで作りました。手の力が弱くなれ

ば、ご飯を食べることも着替えをすることも大変になるのでは？と感じました。で
も、何か運動をすればいつまでも元気に暮らしていけるのではないかと思いまし
た。そして、楽しく手軽に運動できる器具を作りたいと考え、「ペットボトルで手指
運動」を思いつきました。子どもからお年寄りまで一緒に楽しめる作品です。

　昨年微生物の発電で電卓を動かす実
験を行い、電卓に興味を持ちました。普
通の電卓ではできることが限られてい
るため、自分でプログラミングを行い、
新しい機能を持った電卓を製作すること

にしました。電卓の歴史や種類、使用している部品等を調べ、理解を深めた上で
製作しました。部品のはんだ付け等も自分で行いました。新しい機能は、長さを
測定すると立体の体積・表面積が簡単に計算できるものにしました。長さの測定
方法も工夫し、はさむと自動で測定できるようにしました。

　昨年作った「カエルの音楽教室」（鉄
琴自動演奏ロボ）が展示会で小さい子
達に人気があり嬉しかったので、パー
ト２を作ろうと思いました。黄色いボタ
ンを押すと応援が始まります。応援パ
ターンは3種類あります。動物達がコ
ンピュータ制御のサーボモーターで右

手・左手、体の向きを動かしています。PWM信号の数が足りないのでカエルの
信号を流用し、モーターの向きや付け方を工夫しました。見る人に感情移入して
もらえるように団員のプロフィールを作り、それに合った衣装などをつけました。

うち上げよう！ドーン！！
万華鏡花火大会

リハビリ用
運動入力装置
MoMoコン＆くるコン

空気柵

どっかん打ち上げ花火

キセキのコンサート

ペットボトルで
手指運動

測って計算電卓を作ろう
～電子工作×プログラミング～

カエール学園 応援団

毎日新聞社賞

発明協会会長賞

毎日小学生新聞賞

発明協会会長賞

WIPO賞 発明協会会長賞

日本弁理士会会長賞 NHK会長賞

入館料　大人720円→650円（割引後）　中・高校生410円→370円（割引後）
子ども（4歳以上）260円→240円（割引後）　※本券は1枚につき5名様まで有効

割引券を切り取ってお使いください。➡ 個人割引適用
適用期間：2018年
3月28日～4月5日

科学技術館 入館割引券
割引券を使って
科学技術館へ
行こう！



少年少女発明クラブニュース
2018年3月号4 3月になりましたが、まだ、寒い日があります。

もうすぐ暖かな季節になるので、元気に工作や発明に取り組んでね！　ｂｙ　パセリ

奄美市立笠利中学校（鹿児島県）

3年　泉
いずみ

　楓
かえで

さん　3年　永
なが

田
た

　佳
か

代
よ

さん

町田市立南第四小学校（東京都）

4年　比
ひ る ま

留間　太
た

一
いち

さん

一宮市立起小学校（愛知県）

5年　神
かみ

谷
や

　浩
ひろ

正
まさ

さん

町田市立小山田中学校（東京都）

3年　川
かわ

端
ばた

　良
ふみ

弥
や

さん

　奄美は海が近く潮風で苗や花が枯れることが少な
くありません。特に毎年来る台風の後は、校内の植物
がほとんど枯れてしまうほどです。そこで、潮風や天
候、虫などの影響を受けず種や苗を自動で育てられ
る装置を開発しました。育成用LEDは、育成モードに

応じて青、白、赤と色が変わり植物を効率よく育てられます。噴霧器と水センサーに
よって土が乾いたら自動的に散水します。温度センサーとペルチェ素子を使うことで
植物にあった季節の温度を再現します。また、窓をつけたことも工夫点の1つです。

自動育種育苗装置
「大きく育っタネ！！」

ねじ山守る君
切りたい長さに切れる
テープカッター

リサイクル応援
エコリングカッター

科学技術館賞

奨励賞 奨励賞 奨励賞

県名 クラブ名 作  品  名 氏  名 学年

青森 八戸市
ほじょハンドルつきラクラクコンパス 吉野　秀 小3

クラスみんなのふであらい器 坂口　遼 小4
岩手 花巻 のびちぢみするプリント整理だな 佐藤　夏実 小6
宮城 仙台市太白 探査ロボ（クワガタ型） 酒井　優彰 小6

山形
鶴岡

立てるフローリングワイパー 小宮山　朋悠 小3
こぼれないおぼん 上野　凌平 小4

三川 時間わりそろえ機 阿部　倖大 小4
山形 神経集中!? ドキドキ迷路 武田　佳起 小5

茨城 石岡 くし・歯ブラシ・カード置き 齋藤　匠樹 小5

栃木 小山市
どっちが大きい？ 大手　萌寧 小4

安心、安全、予告ドア 加藤　一護 小5
東京 台東区 トイレの紙様　2017 島村　佳歩 小5
山梨 身延町 きじせんせい 小澤　煌太朗 小1

愛知
刈谷

コップが倒れないコースター(KATATSUMURI) 森田　智希 小2
からくり宅配ＢＯＸ 神谷　航輝 小5
用紙三つ折り台 河野　文香 小6

“危険”を察知　あたりません 犬飼　佳吾 中2

半田市
一発！穴開けホッチキス 杉浦　凜 小5

らくらくいす 元岡　咲斗 小5

県名 クラブ名 作  品  名 氏  名 学年

愛知
名古屋 カギBOX 府川　理恵 小5
碧南市 ピンあけるくん（しめるくん） 後藤　大来 中3

三重 河芸
かさドライ 古田　陽大 小6

切れはしキャッチャー 村山　史恩 小6
石川 金沢市 畳める棚 中島　しゅう 小6
福井 福井市 今日から私も大工さん 山腰　優衣 小3
大阪 大阪市森之宮 均一テープくん 金森　さくら 小6
和歌山 御坊市 水いらず窓ふき 竿本 康晴 小6

島根
松江 ペンチで切っても飛びません 福田　周 中1
出雲 指を切らない包丁 藤田　雅邦 中1

岡山 岡山市 アイトレシアター 東　暖乃 小5
広島 福山 水道の水止めてくん 青山　知和 小6
山口 田布施町 ラクブタ（ペットボトルオープナー） 倉橋　和希 小4
香川 三豊市 スーパー虫キャッチャー 篠原　宇一郎 小3

愛媛 砥部町 強風でも飛ばされにくいテント
二神　碧生 小4
保井　紅輝 小5

長崎 長崎市科学館 電磁石ドライバー 平松　立光 中1
宮崎 都城 ロケットハンガー 福島　泰希 小5

発明クラブ員　入選受賞者一覧

受賞おめでとう！

今年も発明クラブ員が大活躍！！
特別賞2点、奨励賞3点、入選37点受賞しました！

町田市少年少女
発明クラブ

一宮少年少女
発明クラブ

町田市少年少女
発明クラブ



少年少女発明クラブニュース
2018年3月号 5気が付けばもう春ですね。去年は花見に行けなかったので、今年こそ行きたいな〜。

どこか良い所ありますか ？　ｂｙケンシロウ

青森県・八戸市少年少女発明
クラブ・副会長

留
とど

目
め

 えつ子
こ

 先生

［指導員歴］
13年（2004年4月～）
［指導上で得意とすること］
�各種の工作やものづくり、アイデアの出し方など全般
現　小学校教諭

★ Profile★ ★ Profile★

★参加のきっかけは?
　八戸市内の小学校に勤務していた頃、先輩指導員に誘わ
れ、将来科学の分野で活躍する子どもたちを育てたいとい
う思いで参加しました。

★発明クラブ指導員のやりがいを教えてください。
　各種の工作や自分が考えたアイデアを生かした発明品
などを完成させて喜ぶ顔や熱心に取り組んでいる姿に出
会うことです。

★メッセージ・今後の抱負をお願いします!
　子どもたちに発明やものづくりの楽しさを伝えていき
たいと思います。発明クラブで活動した子どもたちが、将
来、科学の分野で活躍したり、指導員として戻って来てく
れたりしたら嬉しいです。

★参加のきっかけは?
　定年退職後、防府市青少年科学館ソラールの初代館長に
誘われ、同館を拠点に活動している防府市少年少女発明ク
ラブの指導員になりました。
★発明クラブ指導員のやりがいを教えてください。
　学校では体験しなかったことに取り組めることや工具
や器具等の使い方の基本をしっかり体得でき、そしてそれ
が使えるようになったこと。
　また、クラブを卒業した子どもや保護者から、その後も
がんばって進学したことやがんばっている様子を伺うこ
とができてうれしく思います。
★メッセージ・今後の抱負をお願いします!
　ものづくりの楽しさ、実験や工作を失敗しても再度挑戦
していく力強さ、楽しさを共有していきたい。
　そして、クラブ員の中から新しい時代で活躍する子がで
てくることを期待したいと思います。

山口県・防府市少年少女発明
クラブ・指導員

久
ひさ

光
みつ

 幸
さち

子
こ

 先生

［指導員歴］16年（2001年4月～）
［指導上で得意とすること］化学実験、化学工作。指導員のほ
とんどは、電気・機械・木工が専門で、私は苦手なこの分
野は習いながら活動していましたが、化学実験コースが
設けられてからは、主に化学を教えています。

　全国の少年少女発明クラブにおいて、長年、指導員として携わっていただいている方を対象にした
「少年少女発明クラブ指導員表彰」が2月26日に第82回少年少女発明クラブ全国会議に併せて表彰
式が開催されました。
　表彰対象者は、発明ク
ラブ指導員として10年
以上継続して活動され
ている方で、今回の受賞
者は52名でした。受賞
者を代表して2名の先
生方からコメントを寄
せていただきました。

受賞者の声
※指導員歴は2017年4月1日時点のものを掲載しています

少年少女発明クラブ指導員表彰第５回
く
ら
に
ゅ
ー



少年少女発明クラブニュース
2018年3月号6 くふう展の展覧会の季節ですね。

入選作品の展示だけでなく体験教室もあるので毎回楽しみにしてます。　ｂｙ　たっくん

第5回　少年少女発明クラブ指導員表彰　受賞者一覧

●推薦条件
①�平成29年4月1日時点で少年少女発明クラブの指導員または専任指導員として10年以上の継続的な指導実績年数を有し、今年度も継続して指導を
行う予定がある方
②�発明協会主催の地方発明表彰において奨励功労賞を受賞したことのない方
※�企画運営委員・役員・会長等を兼務している方も対象としています。また、複数の少年少女発明クラブに所属しているまたは所属していた場合、最
も古い就任年月から数えて10年以上の方が対象者となっています。

都道府県 クラブ名 氏名（敬称略）

青森県 八戸市少年少女発明クラブ 留目 えつ子

岩手県
北上市少年少女発明クラブ

伊藤 恭生

高橋 捷郎

花巻少年少女発明クラブ 久慈 和男

山形県 最上少年少女発明クラブ 佐藤 信哉

福島県 会津若松市少年少女発明クラブ 斎藤 学

茨城県
日立少年少女発明クラブ 城戸 圭介

牛久市少年少女発明クラブ 佐藤 治男

群馬県
高崎少年少女発明クラブ 五十嵐 潔幸

前橋少年少女発明クラブ 高橋 浩

千葉県
佐倉少年少女発明クラブ 圡井 仁

旭少年少女発明クラブ 髙木 昭二

東京都 町田市少年少女発明クラブ
大城 重信

近本 明

長野県 松本少年少女発明クラブ 上田 友彦

静岡県 湖西少年少女発明クラブ

渥美 孝

飯田 勝彦

水田 正賢

山本 英一

愛知県

刈谷少年少女発明クラブ
磯村 義彦

杉浦 美恵子

豊田少年少女発明クラブ

榊原 強史

戸部 誠太

松本 三樹雄

岡崎市少年少女発明クラブ
堀井 宏

森田 宏

都道府県 クラブ名 氏名（敬称略）

愛知県

碧南市少年少女発明クラブ
石川 輝彦

杉浦 光明

蒲郡少年少女発明クラブ

浅野 由久

鵜飼 達也

尾崎 勝

永田 英雄

鈴木 宏和

橋本 孝明

長谷川 康和

岐阜県 各務原市少年少女発明クラブ
菅野 侑次

寺井 和雄

石川県 羽咋市少年少女発明クラブ
浅野 敏夫

今江 新成

兵庫県 淡路少年少女発明クラブ
中之内 肇

春木 正己

奈良県 奈良市少年少女発明クラブ
岩田 征士

中村 和基

和歌山県 和歌山市少年少女発明クラブ 南方 秀昭

山口県
防府市少年少女発明クラブ

木田村 勉

田中 護

久光 幸子

宇部市少年少女発明クラブ 滝川 尚久

福岡県 飯塚少年少女発明クラブ 今中 兵一

長崎県 諫早市少年少女発明クラブ 荒木 登志男

熊本県 荒尾少年少女発明クラブ 福島 義則

大分県 きつき少年少女発明クラブ 高原 勝太郎



サイエンス演芸師

その31 ｢環境を考える工作　間伐材を使った割り箸ゴム鉄砲で遊ぼう」

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！

・割り箸(間伐材)３膳
・輪ゴム7個

1   割り箸は全て割って、その
ままの長さ3本、半分2本、
4分の1を1本にします。
写真のようにハサミで割
り箸をはさみ回すと簡単
にパキッと切断できます。

1   輪ゴムをゴム鉄砲の先端に引っ掛
け、引っ張りながら引き金に引っ掛け
ます。

2   グリップを握りながら、引き金を引く
と輪ゴムが発射されます。

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。

発明くふう展で善ちゃんに会おう！！
３月28日～31日まで毎日、発明教室を開催します。
28日にはサイエンスショーもやるので、ぜひ科学技術館に
遊びに来てね。

飛ばす輪ゴムは取り付
ける前に｢切れそうかど
うか｣必ず確認してね。
何回も発射するとゴム
が劣化して切れて、取り
付ける際に自分の目など
を傷つけてしまうことも
あるから注意しよう。

とても良い香りのする
割り箸ゴム鉄砲を作っ
てみると心地良い気分
になる善ちゃんです(^^)

　昔から遊ばれているおもちゃ｢ゴム鉄砲｣ですが、今回は環境を考える道具として間伐材（かん
ばつざい）を使ってみました。間伐材は人工林を成長していく中で、木々が密集してしまうのを
防ぐため、切り出された木材です。この間伐を行わないと、森林に光が差し込まず、根本の植物
が育たず、また保水機能も下がり土砂崩れの原因となってしまいます。
　そこで、切り出すだけだとゴミになってしまうため、森林から運び出し利用することが必要な
のです。間伐材を有効に使うことは｢地球の森を守る｣こととも言えるのです。一般に安い価格で
売られている割り箸は、間伐材でなく、単に木を伐採して作っているモノが多いのも事実です。
　普段使う割り箸から私たちの住む地球環境や生活環境を考えてほしいと願い、今回の工作を
紹介しました。ちなみに今回は杉の間伐材を使用しました。アロマテラピーにおいて、杉は森林
浴効果があり、身体をリラックスさせ鎮静作用があるそうですよ。

間伐材を使った割り箸

ビュン
2   そのままの長さの3本を

写真のように2つの輪ゴ
ムでしっかりと固定しま
す。このとき、一番左側の
割り箸の向きは太い方にして、飛ばす輪ゴムを引っ掛か
りやすくします。

3   下がクロスするようにし
て半分の長さの割り箸を3
つの輪ゴムで固定してグ
リップ部分を作ります。そ
して4分の1の長さの割り
箸を1つの輪ゴムで固定して引き金部分を作り完成です。

サ
イ
テ
ッ
ク

少年少女発明クラブニュース
2018年3月号 7
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青少年創造性グループ
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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

日立少年少女発明クラブ（茨城県）

お名前

　茨城工業高等専門学校電子制御工
学科において、エンジニアとして将来
活躍するための知識・技術を習得中。
　また、クラブ活動としてロボット部
に所属し、高専ロボコン2014、2015、
2016地区大会に出場しました。

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.24

ロボコンに没頭する毎日。
将来のエンジニアを目指して勉強中です。

大
おおこし

越 聡
そうた

太 さん（19歳）

センパイからのメッセージ

　私は、まえばしロボコンなどの発明クラブでの活動で「作ることの楽しさ」と「考えることの大切さ」を学びました。この
２つは今も僕が将来のために勉強をしたり、マシン等を部活で設計するときに深く役立っています。これらは、ものづく
りをする上で一番大切なことだと思います。「考えて、楽しむ」ということを、クラブ活動を通して感じてほしいです。

Before（2009年） After（2016年）

　現在は、茨城工業高等専門学校で電子制御につい
て学んでいます。
　また、高専ロボコン大会にも出場し、アイデアを生
かしたものづくりに励んでいます。
　写真は高専ロボコン2016関東甲信越地区大会の
様子です。マシンを作るにあたって、基本的な設計の
考え方などの技術的な面だけでなく、考えてものを
作るという思想的な面でも発明クラブの活動で学ん
だことが役に立ちました。

　私はものづくりに興味を持ち、小学3年生のとき
に発明クラブに入りました。
　発明クラブで私は、基礎的なものの作り方、考えて
ものを作るということを学ばせていただきました。
　また、まえばしロボコン大会では、夏休みを使って
先生方に相談しながら競技用マシンを作りました。
写真はそのときのものです。この時の経験は、今の高
専生活にも役立っています。

れ
ん
さ
い


