
　川崎北部少年少女発明クラブは、2012年に発足し、小学3年
生から中学3年生を対象に、月に2回程度活動しています。
　活動の柱は、チャレンジ創造コンテスト全国大会に向けた全員
での課題制作と発明くふう展、未来の科学の夢絵画展に向けた
作品づくりへの挑戦です。この他に、ペットボトル水ロケット飛翔
コンテスト、卵落とし講座、動力車すもう大会などの幅広い活動
を楽しんでいます。第41回未来の科学の夢絵画展では2点の特
別賞を含む4点の入賞という快挙を成し遂げました。
　当クラブは、現役を引退したシニア技術者と会員OB保護者
がボランティアで技術指導を行い、会員保護者全員が運営に携
わっているのが特徴です。幅広い年代による協力・交流が、高レ
ベルで創造力豊かな活動の源になっています。これからも三世代
でモノづくりを楽しんでいきます。

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。
https://hojo.keirin-autorace.or.jp
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宮　怜央さん（小5）
（川崎北部少年少女発明クラブ）

　小3で兄と一緒に参加したチャレコン全国大会で
銅メダルを獲得、小4の発明工夫作品「自転車来た
よサウンド」は県展に入賞することができました。アイ
デアを形にするのは大変だけれど、モノづくりは楽し
いです。今年は最強の動力車に仕上げて、クラブの
動力車すもう大会で優勝を勝ち取りたいです。
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（神奈川県）

全国の少年少女発明クラブ紹介	vol.44

子どもたち一人ひとりの
アイデアを形に!

からくり
パフォーマンスカー
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ペットボトル水ロケット
飛翔コンテスト
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発明の日、科学技術週間

　みなさん、「発明の日」「科学技術週間」を知っていますか？1885年4月18日に、日

本で初めて発明やアイデアを守る法律である現在の特許法（当時は「専売特許条例」と

いいます）が公布されました。この4月18日を記念して制定されたのが「発明の日」で

す。そして「発明の日」を含む月曜～日曜までの一週間を「科学技術週間」といいます。

　今年の「発明の日」、「科学技術週間」に合わせて全国各地の少年少女発明クラブが地

域の青少年向けに公開教室や作品展示会を行いました。全国各地で「発明」や「科学」に

親しんだその一部を紹介します。

羽
は く い し

咋市でのクラブ作品展神戸市での公開実験教室 「タイフーンの実験」

奈良市での公開創作教室 「海
かいじゅうぶどうきょう

獣葡萄鏡（昔の鏡）のレプリカの工作」

岐阜市でのクラブ作品展千葉市での公開創作教室
「ロープウェイの工作」

鹿児島市での公開創作教室
「手巻き車の工作」

実施クラブ数	 77クラブ

参加者数	 約5,800人

開催延べ日数	 130日

実施クラブ数	 9クラブ
来場者数	 約6,800人
開催延べ日数	 55日

公開教室

作品展示会

この事業は、競輪
の補助金を受け
て実施しました

全国各地 公開教室
に して

で を
発明の日、科学技術週間
全国各地 公開教室
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令和最初の夏休みがやってきました。みなさんもい
ろいろなことにチャレンジして、初ものづくしの夏
にしてください。　ｂｙ　ＯＪ



新居浜市少年少女発明クラブ熊本市少年少女発明クラブ 愛媛県熊本県

羽島大貴さん
第70回全日本学生児童発明くふう展で毎日小学生新聞賞受
賞をはじめ、奨励賞2回受賞。

＜活動場所＞新居浜市総合福祉センター＜活動場所＞崇城大学ものづくり創造センター

今年も２つのクラブが仲間に加わりました。皆さん、よろしくお願いします。

　前回5月号において、第77回全日本学生児童発明くふう展のもようをお伝えしたところですが、この展覧会で
はかつて特別賞を受賞したＯＢとＯＧが、お手伝いに来てくれました。2人のセンパイからの感想をいただきまし
たので、ご報告します。

　2人とも発明くふう展受賞者ということもあり、作品への理解度も高く、お客さんに対して分かりやすく説明してくれました。
次回の発明くふう展でも、ＯＢ、ＯＧの皆さんの参加をお待ちしています！

少年少女発明クラブのご紹介 この事業は、競輪
の補助金を受け
て実施しました

　今回は発明品の説明や修理、善ちゃんのサイエンスシ
ョーのアシスタントを行いました。クラブOGだからこそ
大変貴重で中々出来ない経験をすることができました。
　更なる自己成長を遂げたい人には絶好のチャンスだ
と思います。OB・OGの皆様もぜひ参加してみてはいか
がでしょうか。

　来場者がどんな作品に興味を持つのかを観察するこ
とができ、マーケティングやアイデア創出にも役立つ有
意義な時間でした。
　発明作品で人の役に立つことは喜びですが、その経験
を生かし展示会の作品説明や修理で貢献できることも
また喜びでした。

新設した

和地　南々子さん
全日本学生児童発明くふう展で、特別賞3回、入選2回。前橋発
明クラブの卒業生。

受賞者ＯＢ・ＯＧ活躍！
全日本学生児童発明くふう展全日本学生児童発明くふう展でで
受賞者ＯＢ・ＯＧ活躍！

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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チャレコンのエントリーが始まりました。チームの
仲間との創作を楽しんでください。　ｂｙ　H2O

地元の高校の文化祭に行ってきました。●十年ぶりに学生気分を味わいま
した。回るコーヒーカップやジェットコースターまで手作りだったことに
は驚きました。　ｂｙ　ケンシロウ
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１ 募集部門・応募資格

第42回 未来の科学の夢絵画展 募集開始!

第10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、パフォーマンスで勝負！
●  ２～３人でチームを作って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（募集要項）に掲載されています。
　 ※ 説明会、創作指導会、地区大会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を見てください

★はつめいキッズＨＰ → http://kids.jiii.or.jp

第41回 文部科学大臣賞受賞作品
「折り紙電池」

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

About

Schedule

Participation

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30日（土）

創作指導会 地区大会 公開Web投票コンテスト委員会 全国大会

●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）

絵の具、クレヨン、サインペンなど自由です。手描き作品に限ります。
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。
※選外⇒厚さ3 ㎜を超えるもの、用紙サイズの異なるもの、パソコンを使って描いた作品、共同作品

未来の科学の夢や未来の世界を描いた作品。 所定の申込書に必要事項を記入し送付してください。申込書ははつめい
キッズHP（http://kids.jiii.or.jp）からダウンロードできます。

●小学校・中学校の部 ⇒ 各都道府県の発明協会
●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

２ 画材・作品の大きさ

３ 応募作品について ４ 応募方法

 お問い合わせ先

この事業は、
競輪の補助金
を受けて開催
します

特別協賛：株式会社 荏原製作所
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自分も絵を描くのが好きなので、子供のころに絵画展を知っ
ていたらどんな絵を描いたのかなぁ。皆さんの作品を楽しみ
にしてます。　ｂｙ　デスク

もうすぐ楽しい「夏休み」ですね！　学校は休みでも「くふう展」や
「チャレコン」の作品作りに忙しい人もいると思いますが、みなさん
頑張って！！　ｂｙ　パセリ



サイエンス演芸師

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！

2   下箱に穴を開け、ストローを通します。 3   蓋を被せて完成です。

4   蓋の上に重いものを載せてから、ストローで吹い
てみましょう。簡単に物が持ち上がります。

1   曲がるストローにビニル袋をテー
プで固定します(空気漏れしない
ようにしっかり貼りましょう)

5 月号 ｢重いものを持ち上げろ！の巻｣の答え

・ティッシュペーパー1箱

用意するもの

もう片方の手で箱は
押さえていてもOK
です。

今回の解説はありません。
次号に掲載しますが、待ちきれないという方はホームページ｢善ちゃんのサイエ
ンスショー公式サイト｣の｢善ちゃんブログ｣の(URL https://www.science-
show.net/post/tissue) ｢ティッシュペーパーでおもしろ実験｣の記事に解答
を掲載しています。

ストローで息を吹きかけるとビニル袋は
膨らみます。その膨らます息の力( 圧力)
はビニル袋に一定にかかります(パスカル
の原理)ので、かぶせ蓋を均等に持ち上げ
る力となります。
人の息は 1㎠あたり 0.1kg 程度の圧力が
ありますので、意外と重いものも簡単に
持ち上げられます。

その39 善ちゃんからの挑戦状！｢ティッシュペーパー大量取り！の巻 ｣

▼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3-1-1

（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！

箱に入ったティッシュペーパーを片手の親指、
人差し指そして中指の3本だけを使って1枚摘まんでから、

10枚以上を10秒以内に取り出してください。

善ちゃん
からの
挑戦状

スマートフォンは
こちらから

2リットルのペット
ボトルも楽々あげら
れるよ！

善ちゃんのサイエンスショー公式サイト 検索

ヒントは、早く抜き取るは不正解です。
科学実験として｢おー｣と納得できる方
法で取り出してください。
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After（2018年）Before（2007年）

松戸市少年少女発明クラブ（千葉県）

お名前

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.32

明るく、はっきり話すことこそが、
問題解決の道を切り開く。

吉
よ し だ

田 昂
こ う え い

永 さん（22歳）

センパイからのメッセージ
　“言葉”とは不思議なもので、「話す口調」や「話す姿勢」が変わると、同じ言葉を使っていても相手に与える印象は全く別のも
のになってしまいます。私もクラブ在籍中、“やりたいこと”や“作りたい物”を指導員の先生に伝えようとするものの、自分の
意見に自信を持ち、はっきりした発声ができていなければ、先生はなかなか首を縦に振ってくれなかったことを覚えています。
人間ひとりが持つ力は小さな物ですが、小さな力が集まれば爆発的に大きな力が生まれます。その「力」を集めるためには、考え
を発信し、共感する人を集めることが大切だと私は考えます。
　皆さんはひとりひとりが素晴らしい考えを持っています。その考えを明るく・はっきりと声に出すことで仲間と共有してみ
てください。きっと、自分ひとりの考えだけでは出てこなかったアイデアが生まれてくると思います。

　現在はクレーン車メーカーの技術エンジニアとして、故障発生時の
トラブルシュートや、担当エリアのサービス体制のマネジメントを担
当しています。仕事柄、会社経営者や現場監督など、自分から見ると
遥かに目上の方に意見を述べる機会が多いのですが、クラブのアイデ
アコースで培われた「自分が伝えたいことをいかに相手に上手に伝え
るか」というテクニックが非常に役立っていると感じます。いくら若
くても、お客様からは「メーカーの人間＝プロ」という目で見られるた
め、わかりやすく話すことでより説得力が生まれると考えています。

　もともと、積み木遊びや紙工作など、自分で考えてものを形にする
ことが好きな子どもであり、母の勧めで小学２年生のときにクラブに
入部。私が在籍していた松戸市少年少女発明クラブは、道具の使い方
や工作法を基礎から学ぶ「基礎コース」と、自分で作りたいものを企
画・立案し具現化していく「アイデアコース」に分かれていました。基
礎コースを経て小学５年からアイデアコースへ所属し、掃除機のブロ
アファンを利用したホバークラフトを作成。そのことが新聞に掲載さ
れたり、TBSラジオの「こども電話相談室」に出演させていただいたり
しました。

学校の吹奏楽部との両立が難しく一度はクラブか
ら離れるも、高専へ進学後に指導員補助としてクラ
ブへ戻る。現在は国内のクレーン車メーカーに技術
エンジニアとして勤務。

プロフィール

小学２年生～中学１年生
在籍時期

この印刷物はFSCR認証紙
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。

〒105-0001　東京都港区虎ノ門3-1-1
TEL 03（3502）5434　FAX 03（3502）3485
メールアドレス　souzou@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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青少年創造性グループ

環境に配慮した植物油インキを
使用しています
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