
　台東区少年少女発明クラブは、「伸ばそう創造　羽ばたけ未
来へ」を合言葉に、平成６年６月に東京都内で最初のクラブとし
て発足し、本年１月に創立２５周年を記念した式典、記念講演を
開催しました。
　小学３年生から中学３年生までを対象に、土曜コース、日曜
コースそれぞれ４８名の定員で定例活動を各コース２０回、その
他、見学会や公開教室などを開催しています。
　基本的なものづくりを学びながら、発明協会主催のコンテス
ト等に挑戦するなど、個々のレベルに応じた指導を行っていま
す。また、３１年度からは、プログラミング実践の機会を設けるな
ど指導の幅を広げ、さらなるレベルアップを図っています。

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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山近　晴也さん（小5）
（台東区少年少女発明クラブ）

ぼくにとって発明クラブは、自分のやりたいことを選べるので、まるで
宝箱のようです。東京都児童生徒発明くふう展では、先生からの助
言もいただき「ふくろをなくさない折りたたみかさ」で優秀賞を受賞し
ました。台東区少年少女発明クラブ創立２５周年記念
式典では、「mekeneko」という、スクラッチでプログラ
ミングをしたゲームを発表しました。これからは困って
いることを解決できる発明をしたり、プログラミングで
みんなが夢中になるゲームを作ったりしたいです。
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創立25周年を節目として
さらなる発展を目指し
活動の充実を図っています

構造を学び
安全に使う

プログラミング学習
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　第78回全日本学生児童発明くふう展の受賞者が決定しました。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754点の中から、特に優れた作品として157点が入賞しました。最優秀賞である恩賜記
念賞を受賞したのは「太陽光採光装置」。特別賞13作品と併せてご紹介します！
　また、今回入賞した全157作品は、今回から未来の科学の夢絵画と合同で「春の発明ウィーク」として、3月
25日～29日、東京・科学技術館で展示されます。詳しくは最終ページを見てね！

町田市立鶴川第二小学校(東京)

6年　工
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藤　貴
たかひろ

博さん

私立祐誠高等学校（福岡）

2年　堤
つつみ

　斗
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来さん

下松市立東陽小学校（山口）

2年　末
すえみつ

光　怜
れい

さん

町田市立鶴川第二小学校（東京）

4年　工
くど う

藤　大
だいち

知さん

柏市立手賀東小学校（千葉）

4年　�ヴァイフウィンクル�
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ぜん

さん

　日中、太陽光で窓の近くは明るいですが、部
屋の奥は薄暗いままです。そこで、窓に設置し
て、太陽光の進行方向を変え、部屋の奥まで光
を届けることができる装置を作りました。太陽
の高度が変化してもほぼ水平に光が進むように
三角柱の配置を工夫しました。また、太陽の方
角が変化しても、ソーラーパネルを山型に設置
することで、太陽に追従して装置が動くようにし
ました。これにより、光が斜めに差す午前中で
も、窓から5.5ｍ離れた机上で読書に最適な明
るさを確保できました。

　「スマホの充電」それは私たち高校生に
とって最大の関心事です。自宅ではバッ
テリー切れを意識することなくスマホを
操作しますが、外出先では必ず「スマホの
充電」に悩まされます。友だちと連絡を
取りたいとき、SNSの返信などなど急な

用事に限って必ずバッテリー切れを起こすのです。そこで電車やバスの「つり革」を
使ってスマホを充電する装置を考案しました。これは「つり革」のリングにワイヤレ
ス給電の送電コイルを埋め込み、スマホの受電コイルに電力を送る仕組みです。

　アクセルとブレーキの踏み間違いを防
ぐ装置です。僕のおじいちゃんも事故を
起こしそうになったので、この作品のよう
な仕掛けを車に取り付けるといいと思って
作りました。アクセルに足を乗せるとハン
ドルが光ります。アクセルとブレーキを踏
むと目の前の靴が同じように動きます。ブ

レーキメーターも付けました。そしてブレーキを踏むたびに僕の顔をしたブジカエル
が飛び出てきます。これを楽しみにしっかりとブレーキを踏んでくれると嬉しいです。

　最近、集中豪雨による災害が増えて
いるので、自分の家が集中豪雨にあった
時、どれくらいの雨量かを知り、取るべ
き行動を考えるための雨量計を作りた
いと思いました。自主避難の目安には時
間雨量と連続雨量の２つの測定が必要
なので、１台で２つの測定ができるように

しました。時間雨量、連続雨量が自主避難の目安に達すると、光と、窓に共鳴さ
せたよく響く音で知らせてくれます。２つを測定できる市販の雨量計は高価で警
告はできませんが、安価・単純な仕組みで作ることが出来ました。

　毎日の学校の準備。忘れ物をして困った経験
から、絶対に忘れ物をしないランドセルがあった
らいいなと考え、この作品を製作しました。プロ
グラミングしたRFIDリーダーに教科書をかざす
と、RFIDがスキャンされ、教科書を識別します。
ランドセルに入れた物は小型パソコンに記憶さ

れているため、曜日ボタンを押すと、その日に必要、または不要な物を音声で教えます。画面には
必要な教科書が映し出され、目でも確認することができる、便利な『未来のランドセル』です。

太陽光採光装置

つり革で
スマホの充電

アクセル！ブレーキ！
どっち？

スマート雨量計

未来のランドセル

全日本学生児童第78回 
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八丈町立富士中学校（東京）

3年　田
たむら

村　琉
りゅうのすけ

之介さん

都城市立沖水小学校（宮崎）
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保寺　玲
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中津川市立坂本中学校（岐阜）

2年　稲
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福島市立矢野目小学校（福島）
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都城市立上長飯小学校（宮崎）
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征さん

高崎市立東部小学校（群馬）
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国立山口大学教育学部附属山口中学校（山口）�
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すずよ

世さん

黒部市立桜井中学校（富山）

3年　内
うち ろ

呂　勇
ゆうき

揮さん

　壁を登る昆虫の足の裏は三角形をし
ていて、下向きには粘着力が強く上向
きには粘着力が小さくスムーズに登れ
ています。くっつくけどもはがれやすい
ことは、ポスターなどを貼るときに便

利だと考えました。トライアングルテープと名付けて、三角形にして、片面を両
面テープ、片面を付箋の面にして、三角形の小さい角が下向きになるようにポ
スターに貼り付けると、下から上にはがすと簡単にはがれますが、上から下向
きにははがれにくい。何回も別の場所に移動して貼ることができ便利です。

　毎回、棚から物を取り出すときに、正
面に行かないといけないので、前後左右
の四方向に開くと便利だろうなと思って
作りました。引き出しを二重構造にして、
縦と横それぞれ別方向にスライドする

レールを作り、そのレールに鉄の球を入れることで動きをよくして、同時にストッ
パーの役割をするように工夫しました。使用方法は前後左右の開いている穴に指
を入れて引き出します。棚の置き方で引き出す方向を選べ、場所を選ばず置くこ
とができます。大きく引き出しても、抜けることはありません。

　ニュースで見た放火事件で、窓から
逃げようとした人が防犯用の柵に阻ま
れて逃げられず、外から柵を壊して救出
されました。『なぜ、命を守るはずの柵が
命を奪うような作りになっているのだろ

う』。僕は、室内から開けることのできる柵を作ってみたいと思いました。僕の考
えた柵は「防犯性と安全性を兼ね備え、力の弱いお年寄りの方でも簡単に操作
できる工夫」で命を守ります。これからの時代、自然災害でも何が起こるか分かり
ません。この構造が世界に広がれば助かる命が必ずあると思っています。

　花火をするときに使用した懐中
電灯の光の輪が、近くを照らすとき
に小さく、離れるほど大きくなるこ
とに気づき、懐中電灯が照らした光
の輪の大きさで、長さや大きさを測

定するアイデアを思いつきました。くふうした点は、長さの他に面積や体積
も測定できるようにしたところです。便利な点は、光の輪で測定するので、
明るい場所だけでなく暗い場所での測定にも灯りがいらないところです。
また、さわることができない危険な動物や、毒のある植物の測定にも適し
ていると思います。

　おじいちゃんの家に行った時に、イ
スに座っていたおじいちゃんが荷物を
運ぶ時に大変そうにしていたので、楽
に運ぶ方法がないか考えて創りました。
「使用法」
上のバーを下におろします。そしてイ
スの背面（タイヤ）を下にしてイスから
台車に変わります。

　従来の粘着ロールクリーナーでは、自
動的に粘着力を維持するものはありま
せんでした。新旧２芯を用いた巻き取り
型も同様で、かつ前後往復時のテープ
のたるみも問題でした。この作品は、汚

れの判断を不要にし、一度も持ち上げることなく最後まで使い切れる粘着クリー
ナーです。この特徴を活かし、車型にして子供に遊ばせて掃除もできるエコグッ
ズを考案しました。径の異なるプーリーを２列設け、芯内に巻紙を詰めてワンウェ
イクラッチを実現しつつ、パタパタ機構で粘着力判定装置を実現しました。

　大雨が降ったときに浸水から家を守
れるようにしたいと考えて、せき止めた
水の重さでシートを固定する∠の形の
防水シートを作りました。１ｍの幅で、底
辺を30㎝・60㎝・90㎝の３通りの長

さにした∠の形の防水シートを作り、30㎝の深さの流れる水をせき止めることが
できるか水路を使って実験しました。その結果、直角三角形の底辺を高さの３倍
の長さにして∠の形の防止シートを作れば、約135㎏の重力と9000㎠の底面
積分の摩擦力によって、流れる水をせき止められることが分かりました。

　この作品は地震が発生した時に展示
品を保護することが出来る装置です。地
震発生時に展示品を乗せた台が自動で
下がることにより転倒と破損から守りま
す。地震の揺れから貴重な美術品を守る
手段が無いかを考えました。地震が発生
すると転倒防止のための中央の台の部

分が瞬時に下がります。展示品は布に包まれて保護され、台の下に取り付けられ
た磁石の反発力により、衝撃や強い揺れから守ります。装置は重りの落下により
動作する仕組みのため、停電や電池切れを心配することがありません。

昆虫の足裏を利用した	
トライアングルテープ

縦にも横にも
開くん棚

だな
～

火災時に室内から
開けられる格子柵

未来のメジャー

変身イス

巻量自動調整！
パタロールカー

浸水防止シート
「パッとくん」

展示品保護装置
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毎日新聞社賞

発明協会会長賞

日本弁理士会会長賞
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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4点、

入選40点受賞しました！

刈谷市立刈谷南中学校（愛知）

2年　荒
あら

　智
さつ き

月さん
刈谷市立亀城小学校（愛知）

2年　荒
あら

　憲
けん ご

吾さん

生活応援団

安城市立安城北中学校（愛知）

2年　岡
おか だ

田　璃
り こ

子さん

命を守る自転車用
チャイルドシート

北名古屋市立白木小学校（愛知）

5年　甲
か い

斐　和
わ か な

佳奈さん

音が見える笛
豊田市立挙母小学校（愛知）

2年　仲
なか の

野　愛
あ や

弥さん

はしめまして　
チョップスティック
絵本ズー

県名 クラブ名 作  品  名 氏  名 学年

青森 八戸市
牛乳パックあけフォーク 仲山　結満 小4

ピカッとソルトポット 吉野　遥佳 中1

岩手

奥州市
ぼくはここにいるよ 土谷　唯翔 小3
チョークの粉収集機 阿部　実和 小6

花巻 お札も入る貯金箱 佐々木　澄礼 小5

盛岡市

傘立ては倒れない 簗場　爽佑 小5
ビニールあけるん 佐藤　統 小6

快適Ｓｍｅｌｌ 佐藤　ひなた 小6
集めて、挟んで、ポイッ！！ 川村　遙斗 中2

宮城 仙台市 
青葉

いつでも前向き！自動回転車庫 髙橋　蒼生 小5
介護用　イライラしない　
言葉伝わる　ポインター 逸見　知希 小5

栃木 小山市
キッチンシンクの見張り番 橋本　侑樹 小4
簡単！！きれいな目玉焼き 竹政　榮輝 小5

群馬 前橋 スネイクアーム（排水口ヘビたわし） 井田　彩友 小6
東京 町田市 easy・パンチ 大澤　楓香 中3

長野

飯田
辞典くん 尾名髙　逸純 小4

ボトルキャッチ 林　拓翔 小5

長野 カメラ付きラジコンカー
矢花　大希 高2
堀川　敦世 高1
松本　隆希 中3

愛知
一宮 かさぶくろ吸い込みマシン 加藤　るり 小5

刈谷
ひこうきで調べる風速風向計 内藤　颯志朗 小3

老人にやさしいお風呂 黒野　莉果子 小5

県名 クラブ名 作  品  名 氏  名 学年

愛知
幸田町 パカッとふくろオープナー 市村　友輝 小5
碧南市 カップあけるくん 後藤　大来 高2

三重 津市 車イスも安心、
かいだんからスロープへ 辻本　憲史 小4

福井 福井市 じゃばらかさカバー 杉本　元太郎 小4
大阪 交野市 寒くなWindow 岡本　志優 中1
兵庫 淡路 Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｗｉｎｄｏｗ 川添　寛太 小6

和歌山 御坊市 ピカーと光って準備万端！！
小物入れ付きえんぴつ削り 岡本　花穂 小5

島根
出雲 らくらくキッチンペーパーホルダー

金山　愛依 小5
竹内　寛奈 小5

松江 定規の先を示す装置 福田　周 中3
岡山 岡山市 ＵＦＯカッター 原島　康之 小6

広島 福山 炭酸の抜けない
自転車ジュースホルダー 山田　伊吹 中2

山口 田布施町 リハビリ・ランド 倉橋　和希 小6

香川

東かがわ
市

ラジコンカーを利用したラクラク 
トイレットペーパーとりだし機 吉田　知生 小4

三豊市
えんぴつころがらないシート 武田　祐輝 小1

はみがき時間見守る君 竹内　和樹 小3
いろいろ消せーる 西山　魁人 小3

長崎 長崎市 
科学館 自動カードしゅうのうき 三浦　清慈 小5

宮崎 宮崎 レイン シャットアウト 河原　里桜 小4

鹿児島 鹿児島 らくらくかさ水取り機 胡摩　遼汰郎 小6

豊田市立高橋中学校（愛知）

1年　坂
さかもと

本　陸
りく

さん
　90歳のおばあちゃんが杖と手押し
車の使い分けに苦労している姿を見
て、一つにまとめようと思い作りました。
普段は4本足の杖として使い、本体を
傾ければ補助棒が出て手押し車として
使えます。足腰に負担をかけないよう

に操作系を手元に集中させて、立ったままで①ブレーキ操作、②補助棒のロック解除、③ライ
トのオン／オフ操作ができるようにしました。安全性の向上のため常時ブレーキがきいてい
る状態にして、レバーを握るとブレーキが解除される構造にしました。

このつえ　
ころがるんですよ‼

科学技術館賞

奨励賞

入選

豊田
少年少女
発明クラブ

豊田少年少女発明クラブ 北名古屋市少年少女発明クラブ 刈谷少年少女発明クラブ 安城市少年少女発明クラブ
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今年の冬は暖かかったから、あっという間に春が来たような気がします。そして春といえば「春の発明ウィーク」。
全国からの選りすぐりの作品が大集合するよ。要チェック！　ｂｙ　ケンシロウ



未来の科学の夢絵画展 受賞者決定！！
第42回

　第42回未来の科学の夢絵画展の受賞者が決定しました。文部科学大臣賞をはじめとする特別賞13
作品をご紹介します！受賞した全202作品は、今回より全日本学生児童発明くふう展と合同で開催さ
れる「春の発明ウィーク」で展示されます。詳しくは最終ページを見てね！

はばのかわるエスカレーター

音声道案内つえ

花火がでるよ！ゴミパクパクバス

ecoシップ　
未来の世界一周旅行

人命救
き ゅ う い

維

おそうじロボット

安心AIシートベルト

車イスの人やお体の不自由な
人が乗りやすくなったエスカ
レーターです。エスカレータ
ーの板のまい数などをＡＩが
自動でかえます。

目的地ボタンをおして、行きた
い場所を言うと、つえが音声で
目的地まで道を案内してくれ
ます。安全に目的地に行けるよ
うに、注意もしてくれます。

ゴミパクパクバスはゴミをもや
した火で花火を打ち上げます。
観光バスにもなり、人々はゴミ
をまとめて集まります。花火をみ
て嬉しそうな所を描きました。

再生可能エネルギーで動く船があれば
地球温暖化や有限資源に影響を与える
ことはなく、天候によって旅先が変わる
気まぐれな世界一周旅行を楽しめます。

「人命救
きゅうい

維」という繊維には生命維持装置
やＧＰＳ機能がついて、宇宙に行けたり
捜索ができ、事故の時などに救急処置を
してくれる、人の命を救う繊維です。

体全部を使えるロボットです。頭はハタ
キ、耳は水道、お腹はゴミ箱、おしりは
ぞうきん、足はホウキとチリトリです。
一緒にたのしくそうじをしたいです。

このシートベルトは、運転する
人の気持ちや体調を読み取っ
て楽しいドライブをサポート
してくれます。自動運転・AED・
119番通報きのうもあります。

第42回未来の科学の夢絵画展結果
応募点数：8,825点
 小学校・中学校の部
特別賞11点、優秀賞49点、奨励賞79点
	幼稚園・保育園の部
特別賞1点、優秀賞5点、奨励賞41点
    外国人学校の部
特別賞1点、優秀賞5点、奨励賞10点

岡崎市立六名小学校（愛知）

5年　石
いし の

野　雅
まさのぶ

宜さん

十和田市立三本木小学校（青森）

5年　簗
やな ば

場　瑚
こ と か

都加さん

呉市立昭和西小学校（広島）

2年　礒
いそ べ

辺　彩
あづき

月さん

郡上市立八幡中学校（岐阜）

3年　吉
よし だ

田　剛
つよし

さん

本宮市立白沢中学校（福島）

1年　三
さんぺい

瓶　凪
なぎさ

紗さん

四街道市立大日小学校（千葉）

1年　二
ふたむら

村　彩
さつき

月さん

十和田市立三本木小学校（青森）

5年　細
ほそごえ

越　侑
ゆうな

奈さん

国立科学博物館長賞 発明協会会長賞

日本弁理士会会長賞発明協会会長賞

特許庁長官賞経済産業大臣賞

文部科学大臣賞 岡崎市
少年少女
発明クラブ

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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今年もサクラの季節がきました。今年は「全日本学生児童発明くふう展」と「未来の科学の夢絵画展」が一緒に開催
されます。会場は桜の名所である北の丸公園の科学技術館です。みんなで来てね！　ｂｙ　パセリ
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ー



発明クラブ員の受賞者多数！優秀賞12作品、奨励賞19作品が選ばれました！

※学校・学年は応募時のものです。★ 優秀賞に輝いた皆さん

★ 奨励賞に輝いた皆さん

病気が治るピアノ

ここだよシール

足の速いライオンに
変身できる飴

きゅうばん注しゃ

水害救助！
無事にカエル号

The	Stars	of	The	Night	Space

私は、ピアノを弾くことが大好
きです。ピアノの音を聞くと、
楽しい気持ちになります。そこ
で、病気が治る曲があったらい
いなと思ってかきました。

大切なものにせんようのシールをはっ
て、本体にとうろくしておく。なくしたと
きにスイッチをおすと、シールから音楽
がながれてありかを教えてくれる。

水色の飴を食べると、ライオン
に変身できちゃう！

皮ふにぴったりつくたこ型きゅうばん注
しゃです。針でさす痛み、血液感染の心配
がなく、輸血の時は血液型変換もできま
す。子供やお年より、皆にやさしいです。

カエル型水害救助機。泳ぎが得意でジャ
ンプ力があり、壁に貼り付けるので高所の
救助も可能。再び無事に家に帰れるよう
にと、この名前をつけました。

この絵は、未来の宇宙の街を描いた
ものです。この街の地面には、水と人
工太陽で植物や食物が育っています。
また、この街には、宇宙に様々な天気
を作るお天気製造機があります。

多治見市立小泉小学校（岐阜）

2年　宮
みやじま

嶋　明
め い

依さん

志賀町立志賀小学校（石川）

2年　髙
たかはし

橋　凜
りん

さん

鶴見幼稚園（大阪）

石
いしざき

﨑　琴
ことは

葉さん

豊田市立駒場小学校（愛知）

3年　手
てし ま

嶌　美
み お

緒さん

群馬県立中央中等教育学校（群馬）

1年　猪
いのうち

内　孔
こうめい

盟さん

東京�YMCA�インターナショナル�
スクール（東京）

5年　M
ミ ガ

iga�O
オウ

h(呉�美佳)さん

朝日新聞社賞

朝日中高生新聞賞

発明協会会長賞(外国人学校の部)

ＮＨＫ会長賞

朝日小学生新聞賞

発明協会会長賞（幼稚園・保育園の部）

クラブ名 作  品  名 氏  名 学年

八戸市 花粉バキューム 豊田　逞馬 小4
ピンポイント消火光線 坂口　遼 小6

北上市 どこでも消火お助けロボ 菅原　山豊 小3
鶴岡 雪かきしながら雪がっせん 白幡　拓己 小3
山形 停電発見!! 送電雲ロボット 横澤　俐旺 小6
高崎 災害に影響されないライフライン 久保　晃市 小5

クラブ名 作  品  名 氏  名 学年
高崎 音声認識車 設楽　優衣斗 中2

町田市 空飛ぶハガキ 後藤　啓 小3
川崎北部 クラウドウォーター 黒瀬　智弘 小5
岡崎市 地熱収集利用機 天野　晃希 小5
東大阪市 車が止まる安全道路 西村　茜音 小5
なは市 体が軽くなる楽々長靴 屋宜　元晃紗 中1

クラブ名 作  品  名 氏  名 学年
帯広 薬用ごはん 泉田　清志郎 小 4
北見 安全バッチ 荻原　風音 小 5

五所川原市 シェルター付きハウス 川村　知代 中 2
黒石市 化石燃料製造機 工藤　栄心 小 6

十和田市 フクロウコンタクト 岡田　大凱 小 4
八戸市 モグラリモコン 中里　好瑛 小 3
奥州市 一しゅんで道路を作る車 佐藤　暉真 小 4
北上市 みつからみっず 柿木　陽翔 小 4
宮古市 磁石で動く車 菊池　健太 小 6
富谷市 細菌と食虫植物による夢の清掃車 松本　翔優 小 4

クラブ名 作  品  名 氏  名 学年

鶴岡 ムシがわかる、みつかる、
こんちゅうずかんめがね 髙田　佳志 小 1

水戸 はんらんさせません 内田　そら 小 6
桐生 CO2 削減装置 畑澤　実玖 中 1
高崎 絶対　見つけます！ 磯部　多香良 中 3

岡崎市 陸海空の人間レーザー探知機 小西　兜斗 小 5
淡路 スペースデブリをリサイクル 澤田　和於 小 6

奈良市 やさしさジェネレーター 熊谷　郁人 小 2
飯塚 オナラの「エコカー」 熊手　瑞季 小 4

鹿児島 たから船 草場　あかり 小 3

高崎
少年少女
発明クラブ

豊田
少年少女
発明クラブ

少年少女発明クラブニュース
2020年3月号6 全国の皆さんの発明作品や絵画作品は発想が豊かなものが多く、日本の未来は明るいですね！　ｂｙ　デスク



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   プラスチックコップにピンポン玉を入
れ、画像程度の水を注ぎ入れます。そ
う！あるものとは｢水｣だったのです。

2   コップを水平に持ち上げ、下
に真

ま

っ直
す

ぐに自
じ ゆ う ら っ か

由落下させ
ると、勢

いきお

いよくピンポン玉
は跳ね上がります。

プラスチックコップを使ってピンポン玉を高く弾ませる実験は以下の
とおりです。

１月号　｢ピンポン玉を高く弾
は ず

ませろ！の巻｣の答え

・ガラス製コップ
・10円玉
・ プラスチック製の厚みのある

丈夫な長方形のカード

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/card)｢コップの上にカードと10円玉を載せるスゴ技｣の
記事に解答を掲載しています。

その43	善ちゃんからの挑戦状！｢コップの上にカードと10円玉を載せるスゴ技の巻｣

▼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。

＜やってはいけない
ルール＞
・ 接着剤や粘

ねんちゃく

着テープなどで接着す
るような方法はダメです

・ カードの長い方を必ずコップの中
心から外側へ向かう直

ちょくせんじょう

線状にし
て載せてください。コップに安定
したカードの載せ方はNGです。

※ 水 が飛
ひ さ ん

散しますのでビショビショに … 
したがいまして｢やるかやらないか｣の判

はんだん

断
と安全面はお任

まか

せします。

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

	 コップの縁
ふ ち

にカードを載
の

せ、その上に10円玉を載
の

せ、そこにあるものを加
く わ

えると、	
半
は ん え い き ゅ う て き

永久的にカードも10円玉も落ちないようになります。そのあるものは何か？そして、
どのように行うのか？それを科学的にお答えください。

善ちゃん
からの
挑戦状

水も落下することで床についた
ときに跳ね上がる反作用の力を
得ます。そして、その重さも大
きいため、ピンポン玉へ一

いっそう
層跳

は

ね上がる力を与えたのです。

×

※ 動画で跳ね上がった様子は見られま
すので、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｣の記事をご覧ください。

スマートフォンは
こちらから

パッ

今回の正解はコッ
プの口の大きさが
如何に大きくなっ
ても｢出来る万能
な方法｣です。

サ
イ
テ
ッ
ク
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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
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。

環境に配慮した植物油インキを
使用しています

今月号で紹介した「発明くふう展」と「絵画展」を、発明や創造性に親しむ総合イベント『春の発明ウィーク』と
して同時開催するよ！ワークショップや特別展示もあるので、ぜひ遊びにきてね！

３号館

2号館

1号館

電子顕微鏡展示

ニセモノ
ホンモノ

※写真は前回の様子

● 会場  科学技術館　１階 展示・イベントホール(千代田区北の丸公園２番１号)

● 日時  令和2年3月25日（水）～3月29日（日）　10：00～17：00
※初日は12時～、最終日は16時まで
※入場無料。科学技術館の常設展には入館料がかかりますので、上記割引券をご利用ください。

春の

開催決定

入館料　大人880円→790円（割引後）　中・高校生500円→450円（割引後）
子ども（4歳以上）400円→360円（割引後）　※本券は1枚につき5名様まで有効個人割引適用

適用期間：2020年
3月25日～3月27日

科学技術館
常設展入館割引券

善ちゃんのサイエンス工作全日本学生児童発明くふう展

発明教室

未来の科学の夢絵画展

ィークウ明発

割引券を
使って科学技術館へ

行こう！

割引券を切り取ってお使いください。

詳しい内容は

はつめいキッズ

ホームページを

見てね！
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