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入場行進

　11月30日（土）、東京工業大学で、第10回チャレコン全国大会を開催しました。
　全国543チームの中から選抜された代表60チームが集まり、熱戦を繰り広げました。

チームNO.17 チームNO.59

作品名 作品名

全国少年少女

チャレンジ創造コンテスト
第10回

いろいろなコスチュームで
登場です 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、

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。

　楽しいゆめの森を表現した作品。
　動物が水をくみ上げると噴水が湧きだし、木が伸びてたく
さんの花が咲く様子をカムやプーリーを用いて表現。モモン
ガ紙飛行機も次々と飛び立ち、会場を沸かせました。

東京都代表（町田市少年少女発明クラブ） 宮崎県代表（都城少年少女発明クラブ）

どんぐりモモンガ あやめ～みやこんじょのはな～
ゆめの森 宮崎の宝物

　宇宙に宮崎をＰＲした作品。
　特産物などを宇宙船で運ぶ様子を車両の連結と切り離しを
効果的に使って表現しました。
　次々と立ち上がるキャラクターや打ち上げ花火など、からく
りには一切電池を使わず、カムやゴムで工夫をしました。

1 分間のプレゼンテーションに続いて１分間のパフォーマ
ンスを行いました。

予選コンテスト

決勝コンテスト

金メダル
特別賞

文部科学大臣賞（総合部門最優秀チーム） 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)

少年少女発明クラブニュース
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決勝コンテスト終了後、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。競技を終え
た選手や観戦に来た子どもたちが
グループを作り、「どのくらいいきま
すか」「高いタワーを作りなさい」の
即興課題に挑戦しました。

東京都代表（町田市クラブ）
チームNO.16  ｋｉｎａｋｏ
作品名  チューリップと親指姫

愛知県代表（刈谷クラブ） 
チームNO.20  みどりボーイズ
作品名  サイコー！小学校生活

福井県代表（福井市クラブ）
チームNO.36  ＨＳＭ建設
作品名   僕たちの住む福井 

－過去から未来へ－

広島県代表（東広島市クラブ）
チームNO.46  ひろしまTOROCCO
作品名  未来の広島

青森県代表（五所川原市クラブ）
チームNO.5  スカイブルー
作品名  お花見

島根県代表（出雲クラブ）
チームNO.45  チームSAT
作品名  出雲神話

愛知県代表（幸田町クラブ）
チームNO.31  ウリ坊ズ
作品名  自然×技術＝“夢の未来”

愛知県代表（碧南市クラブ）
チームNO.27  Ｙワイ兄妹
作品名   甘くておいしいニンジン 

「へきなん美人」

大分県代表（別府クラブ）
チームNO.58  チーム別府
作品名  べっぷ丸

愛知県代表（豊田クラブ）
チームNO.22  隼TOYOTA
作品名  世紀のミッション

銀メダル
優秀賞

発明協会会長賞

JKA会長賞

NHK会長賞

グッドチャレンジ賞

発明協会会長賞

荏原製作所賞

読売新聞社賞

WEBポイント賞

発明協会会長賞

日本弁理士会会長賞

新設

3少年少女発明クラブニュース
2020年1月号 3今年の1月は自分にとって大きな節目でもあります。

これを機に、ペンネームを変更します。　　ｂｙ　ＧＧ（元ＯＪ）



おしくも受賞をのがした決勝進出チーム

チャレコン全国大会概要

日　　時  令和元年11月30日（土） 10:00～16:30　　　 会　　場  東京工業大学 屋内運動場
来 場 者  約800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

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、後日認定証が贈られます。

NO. 事務局名 チーム名 作品名
6 宮城県（仙台市太白クラブ） 太白火星探索チーム 火星移住計画

21 愛知県（刈谷クラブ） チームワールド 夢と未来の万国博覧会
25 愛知県（安城市クラブ） ERA 祝 元年
26 愛知県（岡崎市クラブ） 目指すは、文部科学大臣賞 ホタルの成長
28 愛知県（豊橋クラブ） WI-FI Memories
29 愛知県（豊橋クラブ） NEW くりきんとん 鬼の正体！
38 京都府（京都市教育委員会） KATSURA 3H 世界に笑顔を…「ぎおん祭」
43 奈良県（奈良市クラブ） チーム TMY ゆうえんち（飛行塔とメリーゴーランド）

6

28

21

29

25

38

26

43

表彰式 最後に…

広瀬委員長より、次回の
第11回大会からルールが変更

となることが
発表されました。
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いよいよ2020年、夏にはオリンピック、パラリンピックが開催されますが、春には発明や創造
性に関連する総合イベントを開催します！詳しくは次号で紹介します。　　ｂｙ　ケンシロウ



　11月29日(金)、全国の少年少女発明クラブ
において、10年以上指導に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」が第85回少年少女発明クラブ全国会議に
併せて開催されました。
　今回の受賞者は31クラブ、53名で、当日は15
名の方々がご出席になりました。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。

大分県・豊後高田
少年少女発明クラブ

安
あ ん ど う

藤　保
や す ひ ろ

廣 先生 （71歳）

青森県・黒石市
少年少女発明クラブ

工
く ど う

藤　亨
こ う す け

介 先生 （25歳）

［指導員歴］
15年（2004年4月～）

［指導上で得意とすること］
木工をはじめとする工作全般。工具や機械の正しい
使い方を習得させ、モノづくりの楽しさと達成感が
得られるような指導を心がけています。

［指導員歴］
10年（2009年4月～）

［指導上で得意とすること］
クラブ員だった経験を活かし、子どもたちの気持ち
に寄り添って指導しています。

★ Profile★

★ Profile★

★参加のきっかけは?
　2004年、豊後高田少年少女発明クラブの立ち上げに事務
局として参画し、3年間担当した後、市職員退職を機に指導員
として活動するようになりました。
★発明クラブ指導員のやりがいを教えてください。
　ほとんどのクラブ員は小学校までで退会する中、数名が中
学、高校まで活動し、工業系大学に進み技術者を目指すと聞い
た時は指導員として活動してきて良かったと思いました。
★メッセージ・今後の抱負をお願いします！
　家電製品の分解で中身や仕組みが理解できるように、機械
やモノに対する興味をもってもらう様な活動や、モノづくりで
は子どもたちの自由な発想を大切に、完成した時の満足感が
得られるような活動が必要だと思います。今後とも指導員全
員で子どもたちの科学やモノづくりに多様な発想が生かされ
るような発明クラブを目指します。

★参加のきっかけは?
　中学校３年生まで、クラブ員として活動していました。中
学校卒業後も、お世話になった発明クラブに何らかの形で関
わっていきたいと思い、指導員になることを決めました。

★発明クラブ指導員のやりがいを教えてください。
　子どもたちが自分で考え、自分で作り上げた時に見せる満足
感のある顔を見ると、指導員をしていて良かったと思います。

★メッセージ・今後の抱負をお願いします！
　まだまだ若輩の身ではありますが、モノづくりが好きな子
どもたちが少しでも増えるように、これからも頑張りたいと
思います。

※指導員歴、年齢は2019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少年少女発明クラブ指導員表彰
令和元年度

受賞者の声

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
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新年おめでとうございます。今年の夏には東京オリンピック・パラリンピックがあります。
ただ見るだけでなく、暑さ対策や熱中症対策に役立つものを考えてほしいですネ！　ｂｙ　パセリ
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都道府県 クラブ名 氏名

愛知県

名古屋少年少女発明クラブ
佐治　學
濱島　肇

山田　哲郎

大口少年少女発明クラブ
大森　明
熊澤　潔

後藤　圭助
福井県 福井市少年少女発明クラブ 高橋　孝幸
大阪府 大阪市森之宮少年少女発明クラブ 髙井　忠夫
和歌山県 和歌山市少年少女発明クラブ 木村　孝史

山口県

山口市少年少女発明クラブ 綿田　道宣

防府市少年少女発明クラブ
野間　元右
金子　家忠

周南少年少女発明クラブ 澄田　寛
徳島県 阿南市少年少女発明クラブ 稲井　俊道
香川県 三豊市少年少女発明クラブ 森　永温
福岡県 くるめ少年少女発明クラブ 熊丸　憲男

長崎県 諫早市少年少女発明クラブ
川野　貫

東内　敏明

大分県
きつき少年少女発明クラブ 前田　重信

豊後高田少年少女発明クラブ
安藤　保廣
安井　辰江

鹿児島県 鹿児島少年少女発明クラブ 倉永　達士

都道府県 クラブ名 氏名

北海道 苗穂少年少女発明クラブ
澤田　英樹

五十嵐　哲男

青森県

八戸市少年少女発明クラブ 高橋　みのる

黒石市少年少女発明クラブ
工藤　亨介
鈴木　健太
髙橋　和

岩手県 奥州市少年少女発明クラブ
佐藤　好夫
髙橋　伸

佐藤　小子

宮城県 仙台市青葉少年少女発明クラブ

秦　礼二郎
秦　静子

岩本　正敏
唐澤　信司

佐々木　孝彦

山形県 米沢少年少女発明クラブ
富川　義朗

山崎　洋一郎
近野　正昭

福島県 喜多方市少年少女発明クラブ 牧野　至公

茨城県
日立少年少女発明クラブ

長江　慶治
大平　昌弘
金谷　忠

牛久市少年少女発明クラブ 栁橋　勝幸
群馬県 高崎少年少女発明クラブ 大畠　公夫
千葉県 茂原少年少女発明クラブ 古市　政雄
東京都 町田市少年少女発明クラブ 野川　卓也

愛知県

刈谷少年少女発明クラブ 今川　順子

豊田少年少女発明クラブ
新美　卓

杉本　照美

西尾市少年少女発明クラブ
杉浦　利雄
高橋　正治

岡崎市少年少女発明クラブ 天野　伸治

令和元年度	少年少女発明クラブ指導員表彰	受賞者一覧		（敬称略）

●推薦条件
①  平成31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。

おめでとうございますおめでとうございます

少年少女発明クラブニュース
2020年1月号6 全国から届いた発明作品や絵画作品の審査がいよいよ行われます。皆さんの発想は大人顔負け

でビックリしてます。　ｂｙ　デスク



　「全日本学生児童発明くふう展」（第76、77回）、「未来の科学の夢絵画展」（第40、41回）及び「全国少年少女チャ
レンジ 創造コンテスト」（第8、9回）において優秀な成績を収めた青少年14名が、世界に羽ばたいてきました！

インドネシアへ行ってきましたインドネシアへ行ってきました（2019世界青少年発明工夫展） 
この事業は、
競輪の補助金
を受けて開催
しました

特別協賛：株式会社 荏原製作所

羽田に集合して今日はここで１泊。オリエンテーションでの自己紹介は、ちょっと緊張。

朝、羽田国際線ターミナルで団長と合流。
全員揃ったところで、いよいよインドネシアへ！
約8時間の長旅です。

午前中はルピアに両替して、おやつの買い出し。
日本と比べて安いかな？

いよいよ展覧会。初日から大盛況。
いろんな国の方が日本の作品に興味を持ってくれ
ました。

表彰式で流す動画を撮影中の阿部団員。

トークショーでプレゼンを行う松岡団員。

午後は部屋でプレゼン（英語!）のチェックをして
もらい準備万端。

夕方から設営作業。分かりやすく、楽しんでもらえ
るようブースを飾りつけ。

初
日
は
開
会
式
。

I
E
Y
I

の

T
シ
ャ
ツ
を
着
て
出
席
。

10月20日

10月22日

10月21日

10月23日～25日(展覧会)

3少年少女発明クラブニュース
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２日目からは特別協賛をいただいた荏原製作所の寺垣
部長が合流。
EBARA賞はインドネシアの青年が受賞しました。

皆さん
おめでとうございます！

受賞結果
五十音順

阿部 将大 金賞、台湾特別賞
清水 蓮 、清水 嵐 銅賞、マレーシア特別賞

髙田 稜 銀賞
和地 亮太朗 銀賞、マカオ特別賞

元明 華衣、松山 柚乃花、
元明 誠華 ロシア特別賞

末光 洋仁 銅賞
鈴木 創妃光 金賞、中国特別賞
中澤 里菜 銀賞、タイ特別賞

松岡 陽 金賞、インドネシア特別賞、
フィリピン特別賞

新関 琥太郎 金賞

山本 伊織 銀賞

創
作
部
門

シ
ニ
ア
部
門

ジ
ュ
ニ
ア
部
門

ジ
ュ
ニ
ア
部
門

絵
画
部
門

朝4:30ホテルを出発。皆眠い目をこすり空港到着。

今日は市内視察。インドネシアの歴史を学びます。

いよいよ日本へ出発。ガイドのブディさん、
ありがとうございました。

辛くないナシゴレンなら食べられたかな？

無事日本に帰ってきました。団長による解団式に
て、この旅は終了。みなさんお疲れ様でした。

10月27日

10月26日

大阪市森ノ宮少年少女発明クラブ

前橋少年少女発明クラブ

都城少年少女発明クラブ

湖西少年少女発明クラブ

十和田市少年少女発明クラブ

少年少女発明クラブニュース
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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！

1   片手でティッシュペーパーの
端
はし

を摘
つ

まみ、もう一方の片手
でこぶしを握

にぎ

ります。

2   こぶしで机を強く叩
たた

き、油性マーカーが浮いた瞬間にティッシュ
ペーパーを素早く抜き取ります。

油性マーカーを倒
たお

さずにティッシュペーパーを引き抜くやり方は以下のとおりです。

11月号	｢ティッシュペーパーを抜き取れ！の巻｣の答え

・ピンポン玉
・プラスチックコップ

※ 机を叩くときの強さ加
かげん

減が
重要です。

※ 油性マーカーが浮いた瞬
しゅんかん

間に
ティッシュペーパーを水

すいへい

平に
素
すばや

早く抜
ぬ

くのがコツです。

用意するもの

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/pingpong)｢ピンポン玉を高く弾ま
せる｣の記事に解答を掲載しています。

その42	善ちゃんからの挑戦状！｢ピンポン玉を高く弾
はず

ませろ！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！

少しの発想が生まれると、難しかったこと
ができるようになる！
ただ、今回はとてもスキルが必要ですので、
大
おおぜい

勢で楽しんで挑
ちょうせん

戦してください。普
ふだん

段か
ら、こうした発想をいろいろな場面で意

いしき

識
して、そして試

ため

し、たくさんの｢発明｣｢発見｣
できると｢凄い発明家｣になれるでしょう。

善ちゃんは、11月13日に発明
協会が主催する関東地方発明
表彰にて「奨

しょうれいこうろう

励功労賞」を受賞
されました。
そしてなんと、当時善ちゃんが
指導していた元 大町少年少女
発明クラブ員の中野秀樹さん
も山梨県知事賞を受賞!
おめでとうございます！

スマートフォンはこちらから善ちゃんのサイエンスショー公式サイト 検索

普通にピンポン玉を落とすと、床で弾
はず

み、
一定の高さまで弾みます。同じ高さからピンポン玉を
落として、もっともっと床で高く弾ませてください。
プラスチックコップとあるものを使うと驚くほど高く

飛びあがります。そのあるものは何でしょうか？
そしてどのように行うのでしょうか？

ドン
ッ

善ちゃん
からの
挑戦状

   師弟W受賞!!
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After（2019年）Before
（1990年）

豊田少年少女発明クラブ（愛知県）

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.35

自分で考え、新しいことに
どんどん挑戦、継続していこう！

神
か み や

谷 保
や す の り

徳 さん（37歳）

センパイからのメッセージ
　今はインターネットから様々な情報が入ってくる時代で
すが、自分で考え行動し自分で体験/経験しないと、本当の
理解はできません。成功失敗関係なく、全て同じく将来の力
になります。真剣に取り組むほど、そして継続するほど、より
強い力になります。がんばってください。

　大学院で博士号を取り企業の研究所を経て、現
在はAIベンチャーを共同で起

きぎょう
業し、AIソリューシ

ョンの開発を行っています。現在の開発業務にお
いても、どんなものを作るか、どう課題を解決する
か、といった考え方には、発明クラブ時代の経験が
ベースになっていると感じます。
　指導員として生徒に接する際、自分が彼らと同
じ様な年齢のころの体験を思い出し、どんなとこ
ろで壁に当たるとか、どういうところが楽しいと
か、話をしたり、また、課題内容と現在の先

せんたんぎじゅつ
端技術

との繋がりなど、モノづくりを行っていく上で将
来に意識が広がるような話も入れたりしています。
彼らの中から少しでも、今後もモノづくりを続け、
楽しんでいける人がでてきたらいいなと思い、指
導をしています。

　発明クラブには、小学校1年生から通っていました。もとも
とモノづくりは好きでしたが、工作をできる環境をより身近に
していたのは発明クラブで、自分の工作技術の基

き そ
礎は、発明ク

ラブで身につけたと思います。夏休みでは必ず自由工作を選択
し、毎年何かの賞は貰

もら
っていたことを覚えています。その後、

豊
とよたこうせん

田高専に進み、電
で ん し か い ろ

子回路の知識を学び、ロボットコンテスト
に出場しました。

1982年生まれ。小さい頃からモノづくりが好きで、
親のすすめで発明クラブに入る。
モノづくりの研究開発を経て、現在AIベンチャー
にてAIソリューションの開発を行う。

プロフィール

小学１年生〜中学３年生
在籍時期
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〒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/

青少年創造性グループ

競技会出場
（真ん中）

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
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