
少年少女発明クラブは競輪の補助を受けて活動しています。
https://jka-cycle.jp

　延岡少年少女発明クラブは、平成７年に発足し、今年で２７年目を迎えます。
　現在、市内の小学校の空き教室で、市内全域の小学校３年生～６年生を対象に活動
しています。
　当初は３０数名で開始しましたが、現在は指導員５名と生徒２０名をマックスにして
小規模ながらも頑張っています。今までの卒業生たちはとても優秀で、様々な会社、
官
かんこうちょう
公庁等に就職し、今でもよく連絡をしてくれます。

　昨年度は、コロナ禍
か
で活動が制限され変則となりましたが、なんとか無事に活動を

終えることができました。
　暗い時代に、子どもたちの明るい笑顔を見ていると力がわいてきます。これからも
指導員共々がんばっていきたいと思います。
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少年少女発明クラブ（宮崎県）
全国の少年少女発明クラブ紹介 vol.54

科学する心と創作活動を通して、
創造性豊かな人間を育てましょう

くらにゅー
2～4   第43回 未来の科学の夢絵画展

 受賞者決定
サイテック

5  善ちゃんのサイテック魂！
れんさい

6  はつめいクラブセンパイ図鑑Vol.41
ふろくレッツチャレンジつくってあそぼう！
はさみこみ  フワン ラボ
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さん（中１）
（延岡少年少女発明クラブ・宮崎県）

　小学３年生から発明クラブに入り、一生
懸命アイデアを出してきました。ハンダ付け
をした時が特に難しかったです。分からない
時は先生がアドバイスをしてくださいました。１番楽しかったのはミニ
チュアの電子ピアノ作りです。４月から中学生です。中学の授業でも、
クラブで教わってきたことを生かしたいです。
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コロナ対策をして電子工作

ペットボトルロケット大会

木工工作
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未来の科学の夢絵画展
第43回

　今年度は、新型コロナにも負けず、例年と同じくらいたくさんの応募がありました。
　このたび、厳正な審査を経て全202作品が決定しましたので、文部科学大臣賞をはじめとする特別
賞13作品と発明クラブ員の受賞作品をご紹介します。
　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、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、延期になりました。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！

受賞者決定!!

みんな友だち
バリアフリー
アクアリウム

このアクアリウムに入ると、
身体の不自由な所へ水圧と水
の流れが動き、水の手足を使
って泳ぐ事ができます。楽し
く泳ぐとだれでもみんな友達
になれます。

由利本荘市立新山小学校（秋田）

3年　荘
しょうじ

司　絢
あやめ

芽さん

第43回
未来の科学の夢絵画展結果
応募点数：8,597点

 小学校・中学校の部
特別賞11点、優秀賞48点、奨励賞81点

 幼稚園・保育園の部
特別賞1点、優秀賞5点、奨励賞40点

    外国人学校の部
特別賞1点、優秀賞5点、奨励賞10点

※学校・学年は応募時のものです。

文部科学大臣賞

地球を救う

地球は病気になることがあります。人間がガスを使ったり、地面に物
を捨てたりすると、地球が汚れます。そのため、私は地球をきれいに
する機械を作って、地球を救おうと考えました。

東京ＹＭＣＡインターナショナルスクール（東京）

2年　戴
タイ

　美
メイシュ

樹さん

発明協会会長賞（外国人学校の部）

花と野菜の家

ぼくのおじいちゃんとおばあちゃんが作った野菜とお花がずっと
食べられるように、お家くらい大きな野菜を作って中に住めるよ
うにしたいな！！

認定こども園若草幼稚園（福岡）

6歳　杉
すぎ の

野　颯
そうすけ

亮さん

発明協会会長賞（幼稚園・保育園の部）
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少年少女発明クラブニュース
2021年5月号2 『はじっこもつかうぞ〜っ！』のコーナー！　＜編集後記＞

4月から新しいクラス、新しい学年や学校など、環境
が変わった人も多いと思います。おじさんも同じく
です。がんばりましょう！　ｂｙ　ＧＧ



みんなでひく空とぶピアノ

お空でくものいすに座って
みんなでピアノをひいてい
ます。お空の上でゆったり
とした気持ちになり、ピア
ノをひきながら楽しく歌っ
ています。

山形市立第二小学校（山形）

1年　大
おおすみ

隅　悠
ゆうな

菜さん

スーパーメガネみえる君

このメガネをかけると人が
しゃべったことが文字にな
って見えます。そのため、耳
が聞こえない人でもみんな
と会話したりテレビを見た
りして楽しめます。

十和田市立三本木小学校（青森）

6年　佐
さ さ き

々木　凛
りん

さん

NHK会長賞 朝日新聞社賞

イイホン

ぼくは、お母さんにおこら
れるのがいやなので、うれ
しい言葉にかわるイヤホン
があればいいなと思いまし
た。

平塚市立富士見小学校（神奈川）

3年　菱
ひし だ

田　行
あんく

勲さん
（その絵の会）

白杖なんてもういらない
見えないを見えるに変える希望のレンズ

視覚障害者の人に少しでも
役立つといいなと思い、考
えました。希望のレンズを
入れることで、全盲の人も
周りの物が見えるようにな
ります。

玉野市立大崎小学校（岡山）

6年　寺
てらもと

本　蒼
そ ら

空さん

発明協会会長賞 日本弁理士会会長賞

目薬型の液体記録媒体でドライブ
レコーダーの様に見たものが録画
できる。専用の装置を使って映像
を再生したり写真として印刷する
ことができる。

私立清心中学校（岡山）

2年　宮
みやなが

永　苺
まいか

果さん

地震ゼロ！オーロラ発生
ミラクルフューチャーピン

目薬型涙出力
アイレコーダー

地震発生前の地中のエネルギーを
地中の巨大杭で集め、人工オーロ
ラに変えます。自然のエネルギー
を自然に写し出す為、地球に害なく
揺れをなくします。

国立群馬大学共同教育学部附属小学校（群馬）

5年　富
とみざわ

澤　慧
けいた

大さん

経済産業大臣賞 特許庁長官賞

気候変動smart
ドローン

自ぜんをまもる!!
エコミシン

森のざいりょうで作ったふくは森
へかえる。海のざいりょうで作った
ふくは海へかえる。エコミシンがあ
れば、人と自ぜんはいつまでもなか
よし。

岐阜市立鶉小学校（岐阜）

2年　中
なかむら

村　紅
くれあ

杏さん
雷のエネルギーを電気に変えて強
大なプロペラを回すことで雨雲を
分散させることができます。大雨
は大切な水源としてうまく分配し
て生活に役立てます。

私立岐阜聖徳学園大学附属小学校（岐阜）

6年　岡
おか だ

田　真
ま ゆ

幸さん

発明協会会長賞国立科学博物館長賞
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皆さん元気にしていますか？　学校も登校しての対面授業だった
り、一部オンラインで行っているとこもあるのかな？　私達の仕事
もオンラインで行うことが増えてきたよ！　　ｂｙ　パセリ

新年度が始まりました。今月から発明クラブに入会した人も
多いと思います。コロナに注意しながら発明、創作活動に勤
しんでいきましょう！　　ｂｙ　ケンシロウ



受賞おめでとう！

発明クラブ員の受賞者多数！優秀賞9作品、奨励賞20作品が選ばれました！

※学校・学年は応募時のものです。

クラブ名 画題 氏名 学年
釧路 研究カー 阿部　晃大 小4
黒石市 災害用避難バルーン 村山　絢都 小4

平川市
青森県旅行カプセル 對馬　晴 小4
青森のとくさん品を
世界にうるドローン 中江　竜太郎 小4

奥州市
点字ブロック感知シューズ 相澤　一敬 小4
アレルギー救急ロボ 土谷　唯翔 小4

北上市
守って戦うかいてきシェルター 佐藤　遥真 小4
海中ナノプラスチック回収ロボット 菅原　山豊 小4
ストロンゲスト・シューズ 村上　開理 小4

仙台市泉 脈のリズムで、健康発電 逸見　陽哉 小5

クラブ名 画題 氏名 学年
山形 環境を守れ!!大型ドローン 尾﨑　悠榮 小4
三川 発電ボルトスニーカー 本間　優里花 小5

高崎 空から迅速救援！
ハト型被災地支援ロボット 猪内　孔盟 中2

町田市
マイクロプラスチックを酸素と水へ 伴田　湊祐 小4

シャイニング、グット！ 増永　佳怜 5歳

安城市
農業鴨ロボット 北峯　悠貴 小3

タイヤの形が変わる車イス 小林　海凪 小4
神戸市 SNシャープペン 粟井　泉葵 小5
奈良市 地球温暖化ガス分解機 解　天尋 小3
周南 人工衛星型オゾン層修復船 川戸　亮輔 小4

優秀賞に輝いた皆さん

奨励賞に輝いた皆さん

クラブ名 画題 氏名 学年

北見 プレートの動きを電気に
変える発電所 宮森　美佳 小5

十和田市 浮き浮きそうじ機 苫米地　凜音 小5
北上市 細胞拡大カラフル・ライト 嶽間澤　祈吹 小4
大東町 何でも好きになる調味料 金　野乃佳 小4
高崎 フェイクニュース見破りメガネ 大澤　結花 小6
岡崎市 3Dテレビ電話そう置 水野　紋花 小5
神戸市 病気早期発見機 中川　智景 中1
奈良市 クラゲレスキュー隊 市場　野々花 小3
薩摩川内市 ごみから花火へ 野久尾　優大 小6

高崎
少年少女
発明クラブ

高崎
少年少女
発明クラブ

みんなに優しいん棚

これは、ボタンを押すと高さ
が変わる棚です。車椅子の人
や子供でも、高い所の商品を
簡単に取ることができます。

高崎市立中川小学校（群馬）

4年　上
うえはら

原　颯
そうま

馬さん

都市を冷やす

近年は、地球温暖化により
猛暑の日が多いので、川の
水とファンを利用し気化熱
で都市を冷やし、人々の生
活が夏でも快適に過ごせる
ようにする。

高崎市立塚沢中学校（群馬）

3年　設
したら

楽　優
ゆ い と

衣斗さん

朝日中高生新聞賞朝日小学生新聞賞
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絵画作品は、実物と写真画像では全然雰囲気が違いますね。
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

新しい学年になり、去年よりもできることが増える年になると
いいですね。今年も絵画展や発明くふう展などでみんなの作品
を見れることを楽しみにしています！　　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！

3 月号　 ｢水中にピンポン玉を沈ませろの巻｣の答え

その50 善ちゃんからの挑戦状！｢触らずにコップの中に水を入れるスゴ技の巻｣

▼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！

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/scienceexperimentofwater1)｢触
らずにコップの中に水を入れるスゴ技、ビックリ応用実験もあるよ(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｢水中にピンポン玉を沈ませるス
ゴ技 (動画付き)｣(URL https://www.science-show.
net/post/ scienceexperimentofpingpongball) 

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
コ ッ プ で す 。

コップを逆さにし、ピンポン玉に被
せ、そのままコップ内の空気が漏れ
ないようにバランス良く下へ押して
いくと、ピンポン玉は一番底まで沈
められます。

｢空気(気圧)を利用する｣という発想が生まれれ
ば、答えは簡単に導き出されるクイズでした。
このコップの中にはピンポン玉のほかに、もう
１つ｢空気｣が入っています。
下へ押していくなかでも、コップ内の空気の圧
力(気圧)により水は侵

しんにゅう
入できません。

そして、当然ながら、一番重いのは水、次がピン
ポン玉、一番軽いのは空気と言う関係も変わり
ません。よって、ピンポン玉は底まで沈ませるこ
とができるのです。

●ガラスコップ
●皿
●水
●�そのほかに１つだけ
何かを用意します

用意するもの 善ちゃん
からの
挑戦状

画像のように皿に水を入
れます。☞
ここで皿の中央にガラス
コップを逆さに置き、ある
ものにあることをして、
コップの中へ水を入れてください。

サ
イ
テ
ッ
ク
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Before（2004年） After（2020年）

八
はち
戸
のへ
市
し
少年少女発明クラブ（青森県）

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.41

日常の気づきを大切に！

北
き た

川
が わ

 宏
こ う

司
じ

 さん（30歳）

　小さいころからロボットや工作が好きで、小学校
でもらった募集チラシをきっかけに入会しました。
　特に思い出深い活動は、「電池1つで、将棋のタイ
マーのように2つの時計を別々に動かせる装置を時
計と工作室にある物だけで作る」という課題です。
作り方も答えもなく苦労しましたが、時間を忘れる
ほど夢中になりました。装置の形や実現方法が一人
一人まるで違うことに驚いたことや完成して動い
た時の喜びは、今でも覚えています。

1990年生まれ。小5より5年間在籍し、文部科学
省主催「ものづくり体験教室」全国大会に2年連続出
場。八戸高専在学中は学生ボランティア(指導員補
助)を務める。現在はエンジニア派遣会社アルプス
技研に勤務、機械装置の設計をしている。

プロフィール

小学校5年生～中学3年生
在籍時期

少年少女発明クラブニュース  No.298 2021年(令和3年)5月15日発行

〒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

センパイからのメッセージ
　日常生活の中で、「こんな道具があったらいいのになあ」とか、「ここを直せばもっと良くなる」といった気づきが
きっとあると思います。そのアイデアをメモに残して大切にしていってください。実際に物を作ることは難しいです
が、あきらめず、行き詰

づ

まった時は仲間や指導の先生方に相談してみましょう。きっといいアドバイスをもらえます。
　後輩の皆さん、発明クラブはアイデアを実現できるすばらしい場です。クラブでの経験は必ず役に立つはずです。
将来、様々な分野で活躍してほしいと願っています。

　現在はクラブ在
籍当時からの夢で
あったエンジニア
になり、機械設計
の仕事をしていま
すが、クラブ時代
に学んだ、「改良」
という考え方がた
いへん役に立って
います。
　個々の使用環境や要望に応

こた
えた装置のカスタマイズは

苦労の連続ですが、自分の設計した製品が社会で役立って
いることが仕事の励

はげ
みとなっています。また、業務終了後

は、有
ゆう
志
し
による社内ロボットコンテストに向けて、現在も

ロボット製作を楽しんでいます。

（社内ロボット
コンテスト用に
製作したロボット
を持つ北川さん）

れ
ん
さ
い


