
　新居浜市は世界に名だたる別
べっ
子
し
銅
どう
山
ざん
を背景に生まれました。

400年の歴史の中で起きたさまざまな災害や公害を知恵と努
力で乗り越えながら発展した、モノづくり企業の集積地です。
　新居浜市少年少女発明クラブは２０１９年に出来たばかり。
クラブ会員は小学５・６年を対象に定員２０名です。初年度の応
募は８０名を超えました。抽選で決定しますが、市内小学校に
最低１名ずつはメンバーが居るようにしています。
　主な活動場所は国立新居浜工業高等専門学校で、先生方、
学生さんをはじめ地域の皆さんが指導員です。モノづくりを
通して創造力、表現力、協調性や学習意欲を養

やしな
います。そして

最も大事にしているのは「楽しむこと」です。
　今年度はコロナ禍

か
で活動期間が半分になりましたが、感染

対策をしっかり行い、コロナに負けず元気に頑張っています。

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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　ぼくは小学５年生からクラブに入っ
ています。身近な不便を解決するため
にたくさんのアイデアが生まれている
ことを学びました。クラブではプログラミング教室が一番楽し
かったです。将来はゲームクリエイターになりたいです。
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頭も体もフル回転。明るく元気に頑張っています。
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福島市立北信中学校(福島)

1年　佐
さ と う

藤　琉
る い

碧さん

新型コロナウイルスの流行により誰が触れたのか分から
ないドアの開閉に不安を感じていたところ、紫外線でウイ
ルスを不活性化できることを知り、コロナ禍の不安を解消
したいと思いこの装置を製作しました。紫外線は人間の皮
膚や目にも悪影響があるため、装置とドアの前に立つ人と
の距離を測定し、装置の近くに人がいない時だけ紫外線
をドアのハンドルに照射する仕組みにしています。オリン
ピックやパラリンピックで来日した方や、目や耳が不自由
な方にも不活性化の状態が伝わるように工夫しました。

ドアの新型コロナウイルス
不活化装置

恩賜記念賞
ドアの使用前
（センサー感知）

クリーニング中の場合
（危険を通知）

ドアハンドルに
掛けて使用

センサーが
80cm以内に人が
近づいたのを感知

80㎝

80㎝

赤色のランプと
音で危険を通知

センサーが
80cm以内に人が
近づいたのを感知

！
ハナレテクダサイ

　今年度は、全国各地で開催された発明くふう展等で優秀な成績を収め推薦された551作品と、新型コロナの影響
によりコンクールを実施しなかった地域から直接申し込みのあった225作品、合計776作品の応募がありました。
　このたび、厳正な審査を経て入賞156作品が決定しましたので、恩賜記念賞と特別賞13作品の他、発明クラブ
員の受賞結果を併せてご紹介します！
　なお、３月に予定しておりました表彰式及び展覧会については、緊急事態宣言の再発令を受け、延期することと
なりました。新たな日程が決まり次第お知らせしますので、皆さん待っていてくださいね！
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全日本学生児童 発明くふう展第79回 
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『はじっこもつかうぞ〜っ！』の
コーナー！　＜編集後記＞

もうすぐ桜の季節ですね。会社の周りは桜の名所が多いので、密を避けて散歩してき
ます。ｂｙ　ＧＧ

ドアの使用後
（ドアハンドルのクリーニング）

クリーニング中は
緑色のランプが点灯

上下から紫外線 (UV-C)
LEDを 30 秒間照射し、
ドアハンドルについた
コロナウイルスを不活化センサーが

180cm外に人が
離れたのを感知

ディスプレイに表示

クリーニングチュウ

バ
タ
ン



福岡県立福岡工業
高等学校（福岡）

3年　髙
たか き

木　萌
ほうせい

生さん
目の不自由な人が外出
する時は、いろいろな危
険が伴い、とても不安
だと思います。特に駅の
ホームは転落の危険が
あります。これ以上線路

に近づかないよう、知らせることができれば良いと考えました。
電線に音声の情報を含んだ電流を流して磁気を発生し、これを
白杖の先に設置したインダクタで拾いあげて、音声に変換して
イヤホンで聞きとります。電線のループ内では、案内音声が大
きくはっきりと聞き取れ、ループの外側では、聞き取り難くなる
ので、安全区域か危険区域かを知ることが出来ます。

駅のホームで危険域を知らせる装置

内閣総理大臣賞

国立山梨大学教育学部
附属小学校（山梨）

5年　野
の だ

田　朋
と も か

佳さん

妹と大縄跳びで遊ぶ時、妹
が大縄を回せないため、私
がいつも回していました。
そこで妹を助けて大縄を回
せるようなロボットを作りま
した。工夫したところは、人

の回し方に似せたところです。作る前に1分間に何回回せるか
を確かめ、50回程度回せるようにしました。また、大きく大縄を
回せるように回す腕の半径は48㎝にし、弱い力でも腕が回るよ
うに竹尺を利用しました。そして腕にスポンジを付け、リモート
スイッチで離れた場所でも止められるようにし、安全性を高めま
した。

大なわとびお助けロボット

文部科学大臣賞

砥部町立麻生小学校（愛媛）

6年　稲
い な り

荷　菫
すみれ

さん
雨の日に車から出るとき、
傘をさすまでに、いつもお
母さんが濡れていたので
作りました。屋根に雨よけ
シェードを収納できる隙間
を作り、ドアの開閉で出し入
れできるようにしました。運
転席のスイッチを入れると、

電磁石の力でシェードを引き出し、濡れずに外に出られます。雨
以外の日はシェードを出す必要がないのでスイッチは切ります。
左右のシェードがすれ違うよう屋根に仕切り板を入れました。ス
イッチとヘッドライトは連動しています。ドアを閉めたらリミッ
ターで全部の電源が切れます。

自動車の雨よけドアシェード

経済産業大臣賞

町田市立鶴川第二小学校（東京）

5年　工
く ど う

藤　大
だ い ち

知さん
紫外線を利用して、殺菌す
るための装置です。素材・
形を変えながら紫外線量を
測定し、紫外線を集約でき
て、かつ、裏面も殺菌できる
ように作りました。太陽の高
度と方角の変化に応じて装
置の向きが変わります。紫
外線量を測定したら、使用
しないときに比べて紫外線

量が1.3～14.8倍だったので、殺菌のための照射時間を短縮
できます。また、水や電気を使用しなくても装置一つで継続的
に殺菌できます。

紫外線殺菌装置

特許庁長官賞

周南市立桜田中学校（山口）

3年　柴
しばさき

崎　湧
ゆ う と

人さん
この作品は災害時に停電し
ていても水流さえあれば場
所を問わず発電ができる水
力発電機です。近年、自然
災害のニュースを見ると停
電による被害が多く見受け
られるため作成に至りまし
た。本作品の特徴は制御基

板と共にバッテリーを搭載しているため発電時以外でも電源供
給が行える点です。また、本体から電子回路部分だけを取り外
し、コンセント（交流１００Ｖ）やシガーソケット（直流１２Ｖ）からも直
流５Ｖの電源供給ができます。実験では小型扇風機を回転させ
ることに成功しました。

可搬式水力発電機

WIPO賞

砥部町少年少女

発明クラブ

周南少年少女

発明クラブＯＢ

甲府少年少女

発明クラブ

3少年少女発明クラブニュース
2021年3月号 3今年の発明くふう展は、特にコロナ感染防止の作品が多かったです。何とかこの状況を乗り越えようという想いが

伝わってきて、とても心強く思いました。　ｂｙ　ケンシロウ



町田市少年少女

発明クラブ

町田市少年少女

発明クラブ

町田市立町田第一小学校（東京）

4年　富
とみとり

取　千
ち ひ ろ

博さん
この作品は、シャンプーを
一滴残らず使い切ることが
出来るシャンプーボトルで
す。これまでのシャンプーボ
トルはポンプが上について
おり、ボトルの底・チューブ・
ポンプの中にシャンプーが
残りました。この問題を解

決するためにポンプをボトルの下に付け、チューブを無くし、ポ
ンプ内のバネを取り除いてデッドボリュームを無くすことで、最
後の一滴まで出し切ることに成功しました。また、ボトル底面と
ポンプの間にシリコンで逆止弁を付け、シャンプーの漏れと逆
流を防ぐ工夫をしました。

シャンプーボトル「無滴」

発明協会会長賞

合志市立合志中学校（熊本）

3年　清
き よ た

田　和
か ず と

澄さん
荷物が届いた時に貼ってあ
るテープがはがしにくいと
思っていました。そこで、も
のを使わずに簡単に荷物
が開けられるようにと考え、
今回のテープを発明しまし
た。自分自身が荷物を開け
るときよりも、こちらが相手
に送ったときにわたしが不
便に思っていることを相手

にさせないようにと考えました。仕組みとしては、ガムテープを
貼るときに糸をいっしょに貼ることで、箱を開けるときに糸をひ
くとガムテープを切ることができます。

Kindテープ

発明協会会長賞

群馬県立桐生工業高等学校（群馬）

1年　田
た べ い

部井　一
か ず ま

真さん
新型コロナウイルスの影響に
よりマスク装着が義務化され
る一方で、マスク使用で顔認
証が出来ず、情報量が半減し
ました。これにより「自閉症」や
「聴覚障害」の方は情報を得
るのに大変苦労しています。
その為、「マウスシールド」を
使用する機会が多く、「飛沫

拡散防止」にはなりますが、「感染症予防」には適しておらず、こ
れからやって来る「コロナ」と「インフルエンザ」の「ツインデミッ
ク」にかかるリスクが高く、カバーを付けて予防したら良いので
はと考えました。

対応サプライズ	！

日本弁理士会会長賞

千葉市立花園中学校（千葉）

3年　中
なかざわ

澤　里
り な

菜さん
音楽演奏で使用する譜面
台に便利な機能を考えて作
りました。1つ目は、現在演
奏している箇所を見落とさ
ないための機能です。演奏
するテンポに合わせて、譜
面の段ごとにＬＥＤで順番に
照らす仕組みにしました。２

つ目は、演奏中に楽器から手をはなさなくてもいいように自動
で楽譜をめくる機能です。楽譜をめくるには２台のサーボモー
ターを使用しています。ページの端を浮かせてそこに棒を差し
込んでめくります。また、自分のタイミングでめくりたい時のた
めに、リモコンスイッチを作りました。

譜面台MASTER

ＮＨＫ会長賞

町田市立町田第一小学校（東京）

6年　富
とみとり

取　秀
しゅうたろう

太朗さん
この器具は、誰でも簡単に
立ったまま靴を脱げるよう
にサポートする器具です。
靴を脱ぐ際に座ったり、片
足立ちする必要がないの
で、高齢者をはじめ、足腰
が痛く、座ったり片足立ち

する動作がつらい方のサポートができます。また、この器具を
使用して靴を脱げば、靴のかかと同士をすり合わせて脱ぐ必要
がなくなるので、靴も傷まずに済みます。子どもから高齢者ま
で理解できるようなユニバーサルデザインを心掛けました。利
用者がけがをしないよう、柔らかく、丈夫で滑りにくい素材を用
いました。

楽らくくつぬぎ器

毎日新聞社賞

私立聖光学院中学校（神奈川）

1年　工
く ど う

藤　貴
たかひろ

博さん
片斜面になっているスロー
プでショッピングカートを押
していた時、カートがバラ
ンスを崩して斜面下方側に
横転したことがあったと母
から聞きました。そこで、片
斜面でも転倒せずに安定し
て進むことができるように、

荷台の水平を維持できるシステムを作りました。台車の上に、
斜めに回転板を付けているのがポイントです。前進時の力を利
用して回転板が回ることで水平になります。水平になれば、片
斜面走行時における斜面下方側にかかる力も減るので、操作性
も向上します。

水平維持走行システム

発明協会会長賞

少年少女発明クラブニュース
2021年3月号4

昨年は新型コロナウイルスの影響で世の中が大きく変わってしまいました。早く感染が収まって欲しいです！　
ｂｙ　パセリ



受賞おめでとう！

今年も発明クラブ員が大活躍！！
特別賞5点、奨励賞5点、
入選42点受賞しました！

高崎市立東部小学校（群馬）

6年　久
く ぼ

保　晃
こういち

市さん

姿勢Goodミラー

高崎少年少女発明クラブ

町田市少年少女発明クラブ 豊田少年少女発明クラブ

刈谷少年少女発明クラブ 岡崎市少年少女発明クラブ

町田市立小山田南小学校（東京）

5年　阿
あ く つ

久津　希
の ぞ み

海さん

えんぴつの芯が
折れない筆箱

豊田市立浄水小学校（愛知）

3年　栗
くりはら

原　志
し お り

織さん

おそうじらくらく
スライダー
げた箱

私立聖徳学園小学校（東京）

1年　原
は ら だ

田　和
のどか

さん
この作品は、七月の雨で母
が仕事に行くのが大変だっ
たので、靴や服が濡れない
よう考えたものです。靴や
服を濡らすのは、主に歩く
前後方の雨だれなので、こ
れが傘の横から落ちるよう

に傘の前後に雨どいをつけました。雨水がスムーズに雨どいを
流れ、傘に降った雨の大部分が横から落ちることを両立する雨
どいの位置を見つけました。使ってみると、傘の横は滝のようで
すが、目の前の雨だれは無く、水のトンネルのようです。この傘
で沢山の人たちが、雨の日も安心して楽しく歩けるようになれ
ばと思います。

雨どいかさ

毎日小学生新聞賞

秦野市立大根中学校（神奈川）

3年　天
あ ま の

野　希
の の み

乃実さん
この作品は、車椅子を押し
ながら段差を登る時、補助
してくれる装置です。建物
の中はバリアフリーが整備
されていますが、外だと段
差に引っかかってしまい、前
輪を持ち上げる力が必要に
なりとても大変で、車椅子
もふらついてしまい、危険

です。そこで装置を付ける事でキャタピラ部分が回転して、前
輪を持ち上げてくれるため、安定して段差を越える事が出来、
車椅子利用者と介助者が安心して小さな段差を気にせずに移
動する事が出来ます。

Support	Wheel

科学技術館賞

奨 励 賞

刈谷市立住吉小学校（愛知）

6年　杉
す ぎ え

江　芽
め い

依さん

感震シャッターと
コンパクト転とう
防止で安心だなー

岡崎市立南中学校（愛知）

1年　金
きんばら

原　侑
ゆ う き

希さん

台風でも使える傘

3少年少女発明クラブニュース
2021年3月号 5今年も「天才か？！」と思う作品がいっぱいです。コロナが収まって展覧会で実物をお披露目したいです。

ｂｙ　デスク



県名 クラブ名 作  品  名 氏  名 学年

岩手

奥州市
ぼくがキミを守るニァー 岸　朝陽 小3

目盛り皿 千田　絢二朗 小5
北上市 サイクロン式黒板クリーナー 村上　開理 小4

盛岡市
重ねカゴ 岩舘　橙吾 小5

手袋・靴下返し 吉田　悠真 小6
くるリンハンガー 佐藤　統 中1

花巻
ゴミが袋に入って自動で袋が出てくるゴミ箱 菊池　高 小5

剥離紙はがし機 齊藤　晶 小6
両手が使えるドライヤースタンド 佐々木　澄礼 小6

宮古市 パッと広がる骨なしカサ 石川　輝 小6

宮城 仙台市太白
非接触で感染症から守り隊 笛木　康栄 小5
電動ペグボード「指活くん」 嵯峨　悠月 小6

山形
山形 いつでも日光消毒マスク乾燥機 富樫　あかり 小2
天童 このさくらんぼ片手で消毒できるんです 富樫  侑媛 小3
最上 リニア野菜洗浄機 阿部  優翔 小5

栃木 小山市 窓閉めマシーン 大手　直太朗 小3

群馬
高崎 あんぜんカッター 新井　結仁 小4
前橋 安全横断歩道ライト 新木　咲太朗 小6

東京 町田市
ランチュウ楽々お食事台 小荒井　千響 中2

端折りテープカッター台
大澤　楓香 高1
大澤　桃香 中1

長野 飯田 エコで簡単組み立て式ゴミ箱 尾名髙　逸純 小5

愛知

豊田
わくわくけいさんランド 佐々木　康之助 小1

光へ光でみちびきスリッパECO 田中　丈誠 小6
出張!!どこでもコンセント 坂本　陸 中2

刈谷
自立するつえ 加生　啓泰 小6

学べる募金箱 ～ウイルス対策を学ぼう～ 荒　智月 中3

名古屋
ごみ＋重力で発電　eco-friendly  house 宮﨑　光理 小6

布マスク洗濯乾燥機 宮﨑　正理 中2
碧南市 ホチキス式画鋲打ち 青木　蒼大 中3

兵庫

淡路
3う～の 横島　弓依 小3

コロナばいばいじせだいかん気まど 川添　徹 小4

神戸市
読書感想文用しおり 上原　一真 小4

引き出しやすいラップケース 德林　澄乃 小4
キリキリバサミ 村松　慧一 小5

奈良 奈良市 ブルブルふきふきメガネふき 大矢　采芽 小4
島根 松江 どこまでもついてくるいす 福田　要 小2

愛媛
砥部町 自動アルコール消毒機 石津　琉晟 小6
松山市 とりかえラクチン！テープカッター 小野　亜依 小6

長崎 長崎市科学館 お掃除マシーン 洲加本　倖太郎 小6

宮崎
都城 熱中シールド 西　健心 小4

延岡
くっつきんぼう 岡田　昇大 小5

傘よ乾け！ 若生　陽菜乃 小5

入　選
※敬称略
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くふう展で受賞された方、おめでとうございます。４月からは新学年ですね。楽しく活動できることを願っています。
ｂｙ　ラズベリー



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月号　｢手の届かないヘリウム風船を簡単に落とす方法の巻｣の答え

その49	善ちゃんからの挑戦状！｢水中にピンポン玉を沈ませろの巻｣

▼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！

霧吹きから出る水はなるべく細
こま
かい状態にす

ると風船に一
いっ
層
そう
付
ふ
着
ちゃく
し効果が高まります。

かける場所は風船の下でも上でも構いません
から、とにかく風船に水を付けて重くするの
がコツです。

答えは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/scienceexperimentofpingpongball)
｢水中にピンポン玉を沈ませるスゴ技(動画付き)｣の記事に解答を掲載しています。　

スマートフォンの方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

※ぜひ動画でご覧ください！
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｢手の届か
ないヘリウム風船を簡単に落とす方法(動画付き)｣(URL https://www.science-show.
net/post/scienceexperimentofballoon2) 

スマートフォンの
方はこちらからから

少しの発想が生まれると、新しい感動が生まれます。その感動が、次への発想を生み出し、いろいろな難題への挑戦する心を育んでくれます。普段か
ら、こうした発想をいろいろな場面で意識して、そして試し、たくさんの｢発明｣｢発見｣できるようになれば、それは｢凄い発明家｣になれるでしょう。

答え： ｢ あ る も の ｣ と は 水 の

入 っ た 霧
きり

吹
ふ

き で す 。
霧吹きで風船に水を吹きかけるだけです。
すると、風船はゆっくりと落ちてきます。

ヘリウムを入れたゴム風船で一般に見かける（配布されている）大きさは9イン
チが主で、その浮

ふ
力
りょく
は僅
わず
かに約5gです。

稀
まれ
に11インチの風船が配布されますが、この浮力も僅かに10g程度なのです。

したがいまして、9インチの風船を例にとると、風船の上側と言ったこだわり
なく、風船のどこを狙

ねら
っても霧吹きで霧状の水を噴

ふん
霧
む
し、5g以上程度の水が付

ふ

着
ちゃく
すれば空気より重くなり（比

ひ
重
じゅう
が大きくなり）落下します。

霧吹きを使う理由は、遠くへ水をかけることができる、風船に付着し易
やす
い細
こま
か

な霧状の水
すい
滴
てき
が作れるためです。

●ピンポン玉
●広口の大きめの透明容器
●�その他、あるものを１つだけ
用意します

用意するもの

画像のように水面に浮かべた
ピンポン玉。☞
ピンポン玉には手を一切触れ
ず、あるものを使って一番底
まで沈めてください。

善ちゃん
からの
挑戦状

サ
イ
テ
ッ
ク
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After（2020年）Before（2015年）

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.40

都
みやこのじょう

城 少年少女発明クラブ（宮崎県）

お名前

Please	do	not	give	up!

元
がん

明
みょう

 誠
せい

華
か

さん（16歳）

センパイからのメッセージ
私は発明クラブで多くのことを学びました。特にチャレコンは失敗の繰り返しで、挫

ざ

折
せつ

しそうになったことが何回も
ありました。それでもクラブの先生や仲間と一緒に作り上げていくことでたくさんの学びを得られました。もし挫折
しかけても諦

あきら

めずに頑張ってください。 「ものづくり」にはトライアンドエラーがつきものです。みんなで楽しく頑
張っていきましょう！

　現在、私は高校１年生です。高校生活を過ごしながら都
城少年少女発明クラブでアシスタントを行っています。
　発明クラブで小学生のみんなと一緒に「ものづくり」を
するのはとても楽しいです。また、作品が完成したときの
みんなの顔を見ていると、とても嬉

うれ
しくなります。アシス

タントをしながら、今でもクラブの先生達から、 学校では
学べない技術をたくさん学んでいます。

（一番左が元明さん）

　私は小学校５年生から発明クラブに入っています。
　写真は５年生のときに初めて参加したチャレコン全国
大会のものです。このときから中学３年生まで毎年、チャ
レコンに参加しました。初めての大会では予選敗退をして
とても悔

くや
しい思いをしたことを覚えています。そこから、

負けたくない、絶対、金メダルを取るとチャレンジし続け、
中学２年生の時に文部科学大臣賞を頂き、海外派遣にも参
加させて頂きました。
　海外派遣ではたくさんの友達が出来、チャレコンを通し
て、学校生活では学べないことをたくさん経験させてもら
いました 。

プロフィール
2004年生まれ。小学５年生から都城少年少女発明クラブに
在籍、５年連続、全国少年少女チャレンジ創造コンテスト全
国大会に参加。中１の時に発明協会会長賞・中２の時に文部
科学大臣賞・中３の時に特許庁長官賞を受賞しました。現在
は、高校生活と都城少年少女発明クラブのアシスタントを楽
しんでいます。

小学５～６年
在籍時期

れ
ん
さ
い


