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めざせ！平成のエジソン
国立大学で活動して 12 年
全国の少年少女発明クラブ紹介 vol.27

調布少年少女発明クラブ
（東京都調布市）
2014 年 10 月には、ジョン・ホール博士
（ノ
ーベル物理学賞、電通大特別栄誉教授）
が訪
れてクラブ員と交流してくださいました。

調布少年少女発明クラブは 2004 年 10 月に設立されま

した。国立大学法人電気通信大学の同窓会がクラブ運営に

参画しており、地元調布市を中心に小学生を毎年 40 人募集。
2016 年夏のペットボトルロケット大会は、
電通大テニス部の皆さんもお手伝いいただき
賑やかに開催しました。

大学内の教室で年間 22 回活動を行い、出前工作教室も年

10 回程度行っております。クラブ員の約半数は 2 年目も活

動を継続しています（写真は開講式での 3 年生、他に 4,5,6
年生がいます）。

昨年度は、11 期生を送り出し、10 周年記念誌を刊行。

OB が中心となり記念の集いも開催しました。
本発明クラブ

に関わった子どもたちはこれまでに約500 人に上りました。
調布市や調布市商工会などの支援を受けながら、地元に

根付いたクラブ活動を心掛けています。
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立浪 光さん（中１）

（調布少年少女発明クラブ）
小 3 のときに発明クラブに参加して以
来活動5 年目になります。いまは電気工
作の作品を作っています。今まで作っ
た中で一番楽しかった作品は、テレビ
のリモコンで操縦できるショベルカー
です。将来は、
「バックトゥーザフュー
チャー２」に出てきたような、ヒモが自
動で締まる靴を作ってみたいなと思っ
ています。

くらにゅー

この事業は、競輪の補助金を受けて実施するものです。

名

称

主

催

2016 International Exhibition
for Young Inventors
（世界青少年発明工夫展）
中国教育国際交流協会
開催期間

2016 年 7 月 16 日～ 7 月 18 日
（派遣期間：7 月 13 日～ 20 日）
会

場

中華人民共和国哈爾濱
（ハルピン）
市
哈爾濱国際会展体育中心

2016 IEYI
（世界青少年発明工夫展）
で日本代表が活躍！
7 月 13 日から 20 日まで、中華人民共和国 ハルピン市において開催された 2016 IEYI の模様を写真と共にご紹介します。

初日（平成 28 年 7 月13日）

結団式
中華人民共和国派遣団結団式が発明会館で挙行されました。
今年の団員は、小学生から大学生までの 11 名！

最年長の荒川君による決意の言葉。
さすが大学生、落ち着いています。

表敬訪問
世界知的所有権機関（WIPO ）日本事務所 大熊所
長から知的財産権の説明と国際交流におけるア
ドバイスをいただきました。

文部科学省 小松研究振興局長から「自分の目で見
て、体で感じて経験し、友人を作ってほしい」とお
話をいただきました。

特許庁 小宮長官から
「創意工夫の楽しさを海外の仲
間たちと語り合ってください」
と激励いただいた後、長
官室で貴重な資料等について説明をいただきました。

2日目（7 月14日）出発
東京で一泊した後、羽田空港から関西国際空港を経由して、
一路、中国・ハルピンへ！

。
覧会場
展
が
これ
ろい！
ひ
・
ひ
2
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『はじっこもつかうぞ〜っ！』
のコーナー！ ＜編集後記＞

8 月にうかがった都留市は、水路に設置された水力発電機やおいしいうどんなど、
驚きと魅力いっぱいの町でした。クラブの活動成果発表が楽しみです。
ｂｙ OJ

展覧会本番を明日に控え、この日はブースセッティングを行いまし
た。日本代表はどの国よりも遅くまで残って準備しました。いよいよ
明日から本番、頑張るぞ！

くらにゅー

3日目（7月15日）ブースセッティング

4日目（7 月16日）展覧会初日

開会式では地元ハルピンの副市長さんも
出席されました。
海外の人に説明するのは初めての経験。
初日はかなり緊張しました。

5日目（7 月17日）展覧会二日目

今回の世界青少年発明工夫展はアニメーション
ウイークと併催だったため、多くのコスプレイ
ヤーも見学に来ました。日本のアニメ、恐るべし。

徐々に自信とコツが身についてきました。来場者や審査員への説明にも熱が入ります！

6日目（7 月18日）展覧会最終日

表彰式

展覧会最終日ともなると他国の出品者とのコミュニケーションも活
発になります。中にはＳＮＳの連絡先の交換するほど仲良くなった
団員も。皆、積極的に海外の友達と交流しました。

展覧会終了後に表彰式が行われました。日本団の結果は金メダル 2 作品、銀メダ
ル 3 作品、銅メダル 2 作品、各国特別賞 4 作品（各メダルとの重複含む）。全員が
受賞するという素晴らしい結果になりました。すごい！
！

7日目〜最終日（7月19日〜20日）市内視察・帰国

【第 73 回全日本学生児童発明くふう展受賞者】
氏

名

IEYI 賞名

黒澤龍之介
水口翔太朗
渡邉
彩
荒川 和樹
神谷
昇
先﨑 悠平
小倉 広夢
安藤 彩乃

銅メダル、マカオ特別賞
金メダル
銀メダル
銅メダル、中国特別賞
銀メダル
銅メダル、台湾特別賞
銀メダル
金メダル

2016 IEYI

参加・出展状況

◆ 参加作品数

94 作品

【第 5 回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト受賞者】
久保 明弘、佐々木稜太郎、西村 伊織
タイ特別賞

表彰式の翌日は、ハルピン市内を視察。改めて地元文化に触れ、異国情緒を満喫しました。
そして、帰国の途につき、解団しました。僅か 8 日間でしたが、日常生活では得られない経
験をした団員は皆、たくましくなったように見えます！今後の活躍に期待したいです。

皆さん！夏休みは思いっきり楽しんだでしょうか？
遊んだあとは、やっぱり勉強！運動！ 文武両道めざしてがんばろう＼ (^o^) ／
ｂｙ Kara

◆ 参加国・地域
日本、中国、インドネシア、エジプト、シンガポール、
マレーシア、タイ、台湾、香港、マカオ
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地域活性化アイデア創作活動
in 都留（つる）

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とは、地域の課題を発

明キッズのユニークなアイデアで解決しようという取
り組みです。今回は、山梨県の都留少年少女発明クラブ
の皆でがんばっています。

中央のマスコットは
都留市の公認キャラ
「つるビー」

全４回の活動計画で、11 月の都留市文化祭での発表

をめざします。

第1回

6 月 25 日（土）

2 班に分かれて
作戦会議。

まずは、自分たちの地元“都留市”をもっと知ろ
う！ということで、
「つるビーの友だち」という教
育委員会と市役所の人からお話しを聞きました。
「都留市にはみんなが普段目にしているもので
も、外の人から見ると価値がある見どころがたく
さんあります。もっと多くの人に知ってもらえる
ように、クラブ員の皆さんのひらめきパワーでア
イデアをお願いします！」
模造紙に
アイデアをまとめ、
発表しました！

まとまったアイデア
◦リニアモーターカーの実験線を
実走模型でＰＲ。
◦八朔（はっさく）祭をからくり山
車で再現。
◦小型の水力発電機を製作し市の
自然エネルギー活用をアピール。

第2回

★ Point ★
アイデア創作活動では、も
のづくりに加えて、仲間と
ディスカッションしたり、
みんなの前でプレゼンテー
ションすることを大切にし
ています。

７月９日（土）、 第 3 回 ８月６日（土）

活動第２回目と第３回目は、製作会社
（班）ごとにＰＲ作品の製作に全力で取り
組みました。

■リニアモーターカーのＰＲ作品を作っています

基盤の
ハンダ付け

自転車の
ホイールを加工して
水力発電機を製作中。

ギアボックスの
組み立て

■八朔祭の山車が姿を現しました

ひたすら
木工工作！
！

活動の成果は、１１月１日～３日「都留市文化祭」でお披露目します！
また、ご来場の皆さまに楽しんでいただけるイベントも考えていますので近隣の皆さまは是非ご来場ください！
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チャレコン地区大会も終わり、今年もすばらしい作品が多くありました。
全国大会での活躍を期待しています！ ｂｙ パセリ

くらにゅー

夏休み特別イベント

夏休み子ども見学デー（特許庁）、
丸の内キッズジャンボリー
発明協会はこの夏休みに「夏休み子ども見学デー（特許庁）」と「丸の内キッズジャンボリー」に出展しました。
それぞれの会場には夏休みともあって、多くのご家族でにぎわいました。その内容を紹介します。

夏休み子ども見学デー（特許庁）

7 月27日～ 28日

発明協会の展示会場にはこんなにたくさんのお客さんが来場されました。
作品の紹介も大変です、ふぅ。

その他会場ではサイエンスショーや産業財産権のスタン
プラリーも実施。あのガリガリ君も登場しましたよ。

「夏休み子ども見学デー」は、各省庁が業務説明や省内見学などを行うことにより、子どもたちが広く社会を知る体験活動の

機会とすること等を目的に、毎年夏休み期間に開催されるイベントです。

発明協会は今年も特許庁に出展し、全日本学生児童発明くふう展の特別賞受賞作品7 点と、未来の科学の夢絵画展の特別賞受

賞作品 13 点を展示しました。会場には昨年以上の来場者が訪れ、各作品、興味深そうにご覧になっていました。

丸の内キッズジャンボリー

発明作品の数々に興味津々

8 月16日～18日

善ちゃんも応援に駆け付けてくれました

発明協会コーナーに行列。凄い!

「丸の内キッズジャンボリー」は、子どもたちに未来の夢を育む感動・発見・驚きを届けることを目的として開催しているも

ので、発明協会は、今年初めて出展することとなりました。全日本学生児童発明くふう展の特別賞受賞作品の展示と、サイテッ
ク魂でおなじみの北沢善一先生こと善ちゃんによるワークショップを開催しました。

会期中は全体で何と 10 万人以上の入場者が訪れ、発明協会ブースにも人が途切れることなくやってきました。とても忙しい

三日間でしたが、多くのお客さんに発明くふうする楽しさと、ものを作る喜びを知ってもらうことができたと感じています。

善ちゃんのサイテック魂
誌面の都合により、サイテック魂はお休みです。ごめんなさい。
善ちゃんから、みんなへの宿題を預かってきました。ぜひ、挑戦してね。
今回は簡単な実験紹介！ オレンジを水の中に入れてみましょう。すると浮きます。なぜ？
軽いから？そこで皮を剥いて丸ごと水に入れてみると、今度は沈みます。
単純にモノは重さで浮いたり沈んだりしないのです。なぜかは、浮力を理解すると答えは簡単ですよ！

記事でも紹介していますが、世界青少年発明工夫展の引率としてハルピンへ行ってきました。
会場の広さにも驚きましたが、街全体もスケールが大きく圧倒されました。
機会があればまた行きたいな … ｂｙ ケンシロウ
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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。
当時の発明クラブ員たちは、今では立派な大人。

vol.15

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！

「発明クラブとともに
6 年プラス 3 年！」

プロフィール

国立大学法人電気通信大学大学院情報理工学研究科
に在学しています。
平成 11 年（小 1 ）から 6 年間、愛知県の豊田少年少女
発明クラブでクラブ員として活動していました。平
成 25 年からは、在学している電通大で調布少年少女
発明クラブのボランティア指導員をしています。

豊田少年少女発明クラブ（愛知県）
調布少年少女発明クラブ（東京都）
お名前

すず き

鈴木

Before（2002 年）

かつのり

克徳さん（23 歳）

After（2016 年）

クラブ員時代

大学院ではプログラミングを用いて地球電磁気の研究を行っていま

小学生のときに参加していた発明クラブ

す。雷から出た電磁波が伝わる様子を調べており、GPS での位置決めの

きっかけのひとつとなりました。最も印象

号を独自の方法で解析しています。去年の 4 月にはウィーンのヨーロッ

で行く 1 週間の洋上研修に参加し、船の上で

行いました。

の活動で工作の楽しさを知り、理系に進む

正確さ向上などに活用できます。国際宇宙ステーションが観測した信

に残っているものは、4 年生の時に北海道ま

パ地球科学学会に出席し、多くの外国の方に英語を用いて研究発表を

工作を作ったことです。

調布少年少女発明クラブでは、マイコンリモコンカークラスなどで

指導員を継続して行っています。このことで先日電通大学生表彰（社会
活動分野）を受けました。

センパイからのメッセージ
私は、小学生のとき発明クラブで楽しくものづくりをした思い出がたくさんあります。現在は指導員として、パソコンのプロ
グラミングと、それを使った動くものを作る創作指導をしています。小学生には少し難しく感じるところもあるようですが、
完成して動いたときには皆とてもよい笑顔になっています。全国の発明クラブ員の皆さん！少し大変だなと思っても、ぜひ乗
り越えて、ものづくりの楽しさを感じてください。
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