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豊田少年少女発明クラブ
（愛知県豊田市）

北海道洋上セミナー

ものづくりの楽しさと
創造の喜びを知る
クラブ競技会

昭和 56 年に設立された当クラブでは、将来、日本のものづ

くりを支える豊田市近郊の小中学生 775 人に創造性工作を教
えています。豊田産業文化センター、地域文化広場、保見もの
づくりサポートセンターの 3 拠点を構え、市役所、企業、教育

委員会から人材、施設、寄付金の援助を受けて延べ年間 560 回
の教室を開催しています。小学１年～中学2 年までクラスごと

に連続性をもった教育カリキュラムを織込んだ指導書を作り、
指導員 140 名に周知徹底し、一貫性のある活動をしています。
これにより子ども達は発達段階に応じた創作工作を安心して
製作でき、加えて、クラス 40 人に 6 名の指導員で子どもの個

性を伸ばす指導をしています。また、オリジナルな活動として、

OM 世界決勝大会

夏の工作展、年度末の競技会、北海道洋上研修等で、達成感や
チームワークの大切さを学びます。その結果、全国展、ＯＭ世
界決勝大会で活躍できる子が育っています。
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（豊田少年少女発明クラブ）
「トッテトレール・アンブレラ」
が平成 27 年度ト
ヨタ創造性大賞受賞。傘を使ったら、どこかへ
忘れてきたり、傘を干すとき場所をとったりす
るので困っていました。そこで、何か良いアイ
デアはないかと考え、傘のトッテを取る方法を
思いつきました。トッテはボタンを押して簡単
に抜き差しができるようにしました。
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この事業は
競輪の補助金を受けて
実施するものです

地域活性化アイデア
創作活動 in 砺波 (Tonami)
～第 4 回の活動～

富山県砺波市

地域の課題を子どもたちのユニークなアイデアで解決しよう☆
富山県砺波市において、全国に誇れる砺波の名物を、様々なアイデアを
駆使して PR することを目的に活動を行っています。今回は活動成果発表です！

第 4 回：9 月 12 日（土）・13 日（日）

砺波平野は、風の状態がよく着陸地点
を確保しやすいことから、熱気球愛好
家に支持され、熱気球のメッカとして
知られるようになりました。また、砺
波市は、チューリップ球根の生産量全
国一を誇っています。4 月下旬には畑
一面じゅうたんのように咲き揃った
チューリップが見られます。この作品
は、野に咲くチューリップ畑と上空を
舞う熱気球を表現しています。チュー
リップは風にそよぐように動き、熱気
球は舞い上がります。

ご当地 PR の製作物の
展示と実演

● 9 月 12 日、13 日に砺波市のチューリップ
四季彩館で開催された「となみ産業フェア・
パワー博 2015 」に砺波市少年少女発明ク
ラブのブースを出展しました。
しっかりリハーサルを行い、
イベントステージでの活動
発表に臨みました。

小さい子にもマンツーマンで
ていねいに指導するクラブ員。

砺波の子供歌舞伎は、200 年を超え
る永きにわたって、となみ野に春の
到来を告げる風物詩として親しま
れてきました。この作品は、着飾っ
た子ども歌舞伎役者がダイナミッ
クに踊る様を表現し、砺波の伝統を
来場者に PR しました。

プラ板でキーホルダーを作る工作教室をしま
した。砺波市のシンボルキャラクターを描いて
オーブンで縮めます。先生はクラブ員です。
作品を並べて PR。北陸新幹線に乗って全
国から砺波市に来てもらえるよう、発明
クラブ員のひらめきパワーでアイデアを
集結して、からくりを組み込んだ夢のあ
る PR ツールを作りました。皆さん見てく
ださい！（実演 … ウイーン、ぴかぴか）

パワー博には約 2 万人が来場し、多くのお客さんの前で活
動成果を発表しました。発明クラブブースでは、用意した
工作キット 150 セットが 1 日でなくなり、追加で買い出し
するほどの大盛況ぶり。クラブ員も地元の人達からたくさ
んの励ましの言葉をいただき、とても充実した 2 日間とな
りました。
（終わり）
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『はじっこもつかうぞ〜っ！』のコーナー！ ＜編集後記＞

くらにゅー

第６回全国少年少女
チャレンジ創造コンテスト
全国大会出場作品決定！

この事業は
競輪の補助金を受けて
実施するものです

特別協賛
株式会社 荏原製作所

6～8月

9 月 24 日
7～8月

説明会

創作指導会

コンテスト
委員会

地区大会

課題説明と
基本材料が
支給されます

全国大会
出場チーム決定！

10 月 13 日～ 11 月 24 日

11 月 28 日（土）

公開
Web 投票

全国大会

Web 投票結果は、 場所：東京工業大学
全国大会
（屋内運動場）
当日発表です
時間：10 時〜
（Web ポイント賞）

コンテスト課題：「からくりパフォーマンス・カー」
コンテスト内容：地元地域など PR したいものを紹介
どんな内容？

からくり
パフォーマンスを
行いながら走行する

制限時間１分で、動力車と山車を連
結して、S 字コースをパフォーマンス
しながら正確に走行します。

どんなことで勝負するの？
▶パフォーマンス走行の正確さ
▶パフォーマンス内容
▶作品（山車・動力車）の工夫点
▶作品プレゼンテーション

動力車× 1 台
山車× 1 台以上
（山車を引く車） （からくりパフォーマンスを行う）

全国大会出場、おめでとう！
北海道

札幌中島少年少女発明クラブ

【チーム名】さっぽろよ☆の☆じん
【作品名】未来へつなぐ北海道新幹線

宮城県

仙台市青葉少年少女発明クラブ

【チーム名】チーム伊達政宗
【作品名】届け！復活への大ジャンプ！

北海道

釧路少年少女発明クラブ

【チーム名】クロスサンダー
【作品名】はばたけ！釧路から世界へ

山形県

米沢少年少女発明クラブ

【チーム名】Boyz Ⅲ Men
【作品名】夢未来・山形

青森県

十和田市少年少女発明クラブ

【チーム名】THE TOWADA
【作品名】十和田駒運送

福島県

HORSE

会津若松市少年少女発明クラブ

【チーム名】四つ星
【作品名】ぼしんせんそう

青森県

五所川原市少年少女発明クラブ

【チーム名】津軽りんごガールズ
【作品名】津軽のカーニバル

茨城県

日立少年少女発明クラブ

【チーム名】ハッスルＴＳＹ
【作品名】竜神大吊橋とバンジージャンプ

11 月は毎年泣きそうになるほど忙しい季節。それでも、チャレコン全国大会が盛り上がったり、くふう展に良い作品が集まってきたりす
るのを見ると、疲れてても頑張ろうという気になります。これも素晴らしい作品を作ってくれたクラブの皆さんのおかげです。 by OJ
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群馬県

高崎少年少女発明クラブ

【チーム名】RTS（ロボテクニカルサイエンス）
【作品名】群馬の見所ご紹介！

千葉県

佐倉少年少女発明クラブ

【チーム名】千葉の佐倉がイッチバン !!
「きれいにするにはどうしたらいいの？」
【作品名】

～全国ワースト１印旛沼の現在と未来～

東京都

町田市少年少女発明クラブ

【チーム名】ＷＩＴ
【作品名】奥深き東京

静岡県

三島市少年少女発明クラブ

【チーム名】kawasemi
【作品名】的をねらえ、流鏑馬

愛知県

安城市少年少女発明クラブ

【チーム名】チーム ＭＩＲＩＡ
【作品名】きらきら七夕パレード

愛知県

豊橋少年少女発明クラブ

【チーム名】ココニコＲＵ N
【作品名】とったド～
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埼玉県

さいたま市少年少女発明クラブ

【チーム名】５ . ＴＨＯ
【作品名】花火大会

千葉県

神奈川県

チーム

横浜中田少年少女発明クラブ

【チーム名】中田Ａ
【作品名】横浜といえばヨットと人形

愛知県

刈谷少年少女発明クラブ

【チーム名】竜の巣
【作品名】これが万燈だ！！

愛知県

岡崎市少年少女発明クラブ

【チーム名】岡崎アピール隊
【作品名】夏休み泥棒！！

愛知県

松戸市少年少女発明クラブ

【チーム名】松
【作品名】松戸の花火

茂原少年少女発明クラブ

【チーム名】茂原発明ガールズ
【作品名】茂原七夕まつり

千葉県

豊橋少年少女発明クラブ

【チーム名】コットンキャンディー
【作品名】凧あげ

東京都

おおた少年少女発明クラブ

深大寺のだるま現れる

川崎北部少年少女発明クラブ

【チーム名】川崎の星
【作品名】宇宙

愛知県

豊田少年少女発明クラブ

長野県

ＳＣＩＥＮＣＥ Ⅱ
夏の風物詩

飯田少年少女発明クラブ

東海市少年少女発明クラブ

【チーム名】チームエジソン
【作品名】花火大会

碧南市少年少女発明クラブ

幸田町少年少女発明クラブ

【チーム名】トリプルスター☆☆☆
【作品名】自然と工業が調和する未来の幸田町

寒くなりますが、寒い時には寒い時の楽しみがあります。
私はラーメン、冬のラーメンが最高に美味しいと思いま
す。皆さんの冬の楽しみは何ですか？
by KARA

町田市少年少女発明クラブ

【チーム名】Ｂ ig
【作品名】浅草

愛知県

【チーム名】チーム オールＡ
【作品名】愛知の鋳物でいい物送り出せ

愛知県

東京都

【チーム名】チームバタフライ
【作品名】祭り花火カー

【チーム名】ＳＴＲ 豊田
【作品名】豊田の季節と産業

愛知県

旭少年少女発明クラブ

【チーム名】トリプル 6（シックス）
チーム
【作品名】大漁・旭丸

【チーム名】調布・深大寺のだるまチーム
【作品名】東京スタジアムに

神奈川県

千葉県

愛知県

碧南市少年少女発明クラブ

【チーム名】チーム 新川
【作品名】ＭＩＲＡＩから環境未来へ

岐阜県

多治見市少年少女発明クラブ

【チーム名】ＴＴＳ
【作品名】岩村城築城

アッ！という間にもう秋です。11 月はチャレコン全
国大会があります。出場者のみんな！「ガンバッテ！」
by パセリ

富山県

高岡少年少女発明クラブ

【チーム名】富山きときとチーム
【作品名】TOYAMA SUSHI

滋賀県

栗東市少年少女発明クラブ

【チーム名】なぞのＸＹＺ
【作品名】琵琶湖環境レンジャー

兵庫県

伊丹市少年少女発明クラブ

【チーム名】S・H・U
【作品名】自然豊かな未来の伊丹

島根県

松江少年少女発明クラブ

【チーム名】チーム船こぎ
【作品名】僕らのほこる松江の宝

香川県

三豊市少年少女発明クラブ

【チーム名】地藤一家ファイヤー！
【作品名】うどん県それだけじゃない香川県号

富山県

砺波市少年少女発明クラブ

【チーム名】チームとなみ
【作品名】となみの夜高

滋賀県

銀河 777
見に来られ

栗東市少年少女発明クラブ

【チーム名】Mother Lakes
【作品名】走れ !! ぼくらの弁天号 !!

奈良県

奈良市少年少女発明クラブ

【チーム名】平城っ子 Sun ’s
【作品名】奈良三景

岡山県

金沢市立三和小学校

福井県

【チーム名】チーム 雷鳥
【作品名】前田利家と金沢の見所

京都府

京都市立音羽小学校

大阪府

【チーム名】京モノづくり隊
【作品名】京の四季と文化

奈良県

【チーム名】宇田川榕菴津山珈琲倶楽部
【作品名】岡山に来んちゃい！！

広島県

福井市少年少女発明クラブ

【チーム名】船にのれ！東尋坊と恐竜
【作品名】福井の東尋坊と恐竜

大阪市森之宮少年少女発明クラブ

【チーム名】MSN チャレンジャーズ
【作品名】海遊館はオンリーワン

王寺町チャレコングループ

島根県

【チーム名】王寺町Ａ
【作品名】大和川とゆかいな仲間達

津山市少年少女発明クラブ

愛媛県

石川県

大社町少年少女発明クラブ

【チーム名】ＭＭＫ出雲
【作品名】島根のゆるキャラで

島根のみ力を伝えよう

広島少年少女発明クラブ

山口県

【チーム名】広島折鶴隊
【作品名】ＨＴＩＴ 2nd

柳井市少年少女発明クラブ

【チーム名】山口 HST
【作品名】ふるさと山口号

愛媛県発明協会

【チーム名】八十八カ所巡り隊
【作品名】四国遍路を世界遺産に！

愛媛県

愛媛県発明協会

高知県

【チーム名】夢の四国新幹線走らせ隊
【作品名】牛車・ぼっちゃん列車から夢の四国新幹線へ

寒くなると、個展や芝居、お笑いなど、劇場に行くことが増えます。
美しいものでもくだらないものでも、真剣なり丁寧なり、全力な作品には心ひかれちゃいます。 by

高知県発明協会

【チーム名】高知ＣＡＲＡのＴＹＴ
【作品名】土佐の高知に自然の恵みを見にきいや !!

うずら
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福岡県

北九州市少年少女発明クラブ

佐賀県

【チーム名】ミラクルスター☆Ａ・Ｙ
【作品名】黒崎祇園山笠

大分県

佐賀市少年少女発明クラブ

【チーム名】RHK
【作品名】未来に残したい佐賀の宝

大分県

【チーム名】ぼくたち、大分 PR 団
【作品名】大分 PR 号

佐賀市少年少女発明クラブ

【チーム名】RTS
【作品名】佐賀のｲﾍﾞﾝﾄと名所

( 熱気球大会・昇開橋 )

( 世界遺産、まつり、遺跡 )

大分少年少女発明クラブ

佐賀県

別府少年少女発明クラブ

宮崎県

【チーム名】なぜなに別府
【作品名】油屋熊八が薦めた観光地

都城少年少女発明クラブ

【チーム名】ひなた～ユリイカ～
【作品名】ひなたのミルクパワー

熊本県

荒尾少年少女発明クラブ

【チーム名】チーム 71011
【作品名】熊本よかとこばい！

沖縄県

なは市少年少女発明クラブ

【チーム名】ゴッチーナ
【作品名】年中遊べるオキナワの海

みんな
で応
行こう 援に
！

全 国 大 会 は 11 月 28 日
（土）
！
①日程 平成 27 年 11月 28 日
（土）
②時間 10:00 開会／ 16:00 表彰式／ 16:30 記念撮影・閉会
③場所 東京工業大学 屋内運動場（東京都目黒区大岡山 2-12-1）
※室内履きと靴を入れる袋をご持参下さい

青 少 年 創 造 性開 発 育 成 事 業 協 賛 企 業
ゴールドスポンサー

シルバースポンサー

ブロンズスポンサー
アイシン精機株式会社
株式会社市金工業社
キタムラ機械株式会社
株式会社島津製作所
豊田合成株式会社
日産自動車株式会社
ブラザー工業株式会社

●寄付
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旭精工株式会社
エス・オー・シー株式会社
寿産業株式会社
住友電気工業株式会社
トヨタ車体株式会社
浜松ホトニクス株式会社
本田技研工業株式会社

アステラス製薬株式会社
梶原工業株式会社
株式会社ササキコーポレーション
第一三共株式会社
トヨタ紡織株式会社
株式会社日立ハイテクノロジーズ
株式会社山本製作所

株式会社石井鐵工所
かねさ株式会社
株式会社ジェイテクト
東レ株式会社
日本発条株式会社
富士フイルム株式会社

トヨタ自動車株式会社

少年少女発明クラブニュース
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発明くふう展や絵画展、全国からたくさんの作品が集まってきています。
これから審査に移っていきますが、どれも素晴らしい力作ばかりでびっくりポンです！

by

ケンシロウ

サイテック

サ イエンス演芸師

その

18 ｢身近なもので摩擦の実験！ からの不思議な応用実験」

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！

用意するもの

・お米
（適量）

・牛乳ビン

・竹串

サイエンス演芸師｢善ちゃん｣

・ニッパ

作り方＆遊び方
❶牛乳ビンに米粒をいっ ❷次に竹串で垂直にビン ❸そっと持ち上げると、竹串 ❹次に、竹串の先端部分
ぱいに入れます。すき間
は抜けずビンごと持ち上
の中の米粒の中へ突き
を 3mm 程度ニッパで
がないよう、牛乳ビンに
がります。有名な摩擦の実
刺します。なるべくビン
切り落として同じ実験
振動を与えつつ、米粒を
験で、皆さんのお家でも簡
底まで刺すのがポイン
をしてみましょう。
入れていきましょう。
単にできる実験です。
トです。

簡単！

分かること

ビックリ！ すると今度はビン
が持ち上がらなくなってしま
います。見事に不思議な応用
実験になりました。

竹串で米粒の入ったビンが持ち上がる理由は簡単に言えば摩擦です。
では、ニッパで先端を切った竹串では持ち上がらないのはなぜでしょう？
しかしながら、ニッパで切り落とした竹串でも持ち上げる方法はあるのです。
鉛筆、割りばし、マドラー等、身近にある棒状のもので同じ実験をしてみる
と、その理由が発見できますので、シンプルな実験から少し奥深い実験へと変
貌します。ただし、お米は食べ物ですから、大切に使ってくださいね。

三島市少年少女発明クラブ
10 周年記念事業に行ってきました !!

平成 27 年９月 12 日（土）に、三島市少年少女発明クラブ
10 周年記念事業で、サイエンスショーを行ってきまし
たので、そのご報告をしたいと思います。

会場は三島市民生涯学習センター 3 階の講義
室。なんと 100 人を超えるクラブ員や保護者
の方が詰めかけてくれました。実は善ちゃん、
元発明クラブの指導員でした。久しぶりにク
ラブ員の元気な姿に接することができて、と
ても楽しかったです！

サイエンスショーは、善ちゃんが
ただ実験するだけでなく、常にお
客さんに話を投げかけます。来場
者全員が楽しく参加してくれまし
た。三島市生涯学習課の山田さん
のお話によると、多くの子どもた
ちが実験をやってみたいと興味を
持ってくれたそうです。感激！
「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

会場は大盛り上がり！
笑いの絶えない
科学実験ショーでした。
次は君の発明クラブへ
行くかも !?

▼善ちゃんへの質問・お手紙はこちらまで

今号から
「はつめいクラブセンパイ図鑑」の企画がスタート！
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
〒105-0001東京都港区虎ノ門2-9-14
こんなセンパイがいるよ、
という情報があれば教えてくださいね♪ （公社）
From発明協会
カズズ 発明クラブニュース係
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！

実験も
見事成功！

※質問と回答は紙面でご紹介します。
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れんさい

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。

vol.10
「豊田から世界へ！」
豊田少年少女発明クラブ（愛知県）
お名前

にしがめ

西亀

さねゆき

真之さん（21 歳）

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！

プロフィール
地元名古屋の名古屋大学工学部機械航空工学科 3 年生。現
在、電子機械コースに進んでいます。今年、TEDXNagoyaU
の代表として活躍。発明クラブを卒業して 7 年、豊田少年少
女発明クラブの後輩を指導しています。また、この8 月より、
シンシナティ大学に留学中。
在 籍 時 期
平成 13 年（小 2 ）～平成 20 年（中 2 ）までの 7 年間にわたり、
クラブ員として活躍していました。

Before（2008 年）

After（2015 年）

クラブ員時代の西亀さん
（当時 14 歳）
。2008 年アメリカ
で行われた OM 世界決勝大会に豊田少年少女発明クラ
ブチームとして出場。日本での厳しい訓練で、スポンテ
ニアス
（即興・発想競技）
で世界１位、バルサ構造物競技
（模型飛行機等で使うバルサ材で構造物を作り、重量挙
げで使うウェイトを積み、222kg の記録）
で世界 11位、
総合 6 位入賞。写真は、50 か国参加のバナーパレードの
様子。

現在の西亀さん
（前列左から 3 人目）
。ノーベル賞受賞者
の天野教授をはじめ、9 人のスピーカーに工学、性、医療、
音楽、スポーツ、食、教育など様々な分野の価値あるア
イデアについてのプレゼンテーションを行ってもらった
「TEDXNagoya U 」
。そのイベントの実行委員の代表を
務めました。8 月からは、アメリカのシンシナティ大学に
留学すると同時に、
「トビタテ！留学 JAPAN 」2 期生とし
て OM の審査員についての勉強をしています。

センパイからのメッセージ
僕は発明クラブを通してとても多くの経験をさせていただきました。それがきっかけで今は工学の勉強や、アメリカへの
留学をしています。みなさんも是非、発明クラブで多くのことを学び、将来に活かしてください。
また発明クラブでモノ作りの楽しさや、OM 世界大会にて日本の外の世界について知り、刺激を受けました。その経験が
今の工学部での勉強や、アメリカでの留学へと繋がっています。みなさんも是非、発明クラブで活動を楽しむと同時に多
くの事を経験してください。
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青少年創造性グループ
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TEL 03（3502 ）5434 FAX 03（3502 ）3485
メールアドレス souzou@jiii.or.jp
公益社団法人発明協会ホームページ

http://koueki.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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