Special
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第７回「チャレコン」文部科学大臣賞 受賞者にきく

第７回全国少年少女チャレンジ創造コンテストの全国大会において、文部科学大臣賞
に輝いた「国またぎ組」のメンバーにからくりパフォーマンスカーの詳細を取材した。
彼らが所属する刈谷少年少女発明クラブの活動やチャレコン参加に向けた作品制作の
指導についても紹介する。
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小学４年生がつかんだ金メダル

いて並み居る上級生チームと競い合

マも、昨年ブラジル・リオデジャネイ

高さ50㎝×幅30㎝×奥行き50㎝と

い、今年の頂点に輝いたのは小学４年

ロで開催されたオリンピック。全国大

生の３人組。

会ではブラジル国旗の色彩を取り入れ

いう規定サイズに収まる動力車と２台
だ し

の山車。日本とブラジルの国旗が目を

ムードメーカーの内田晴之君と優し

引くこれらのマシンがひとたび走り出

い雰囲気の中村瑠晏君、しっかり者の

すと、さまざまな仕掛けがこれでもか

清水智也君は、同じ小学校に通う同級

と い う ほ ど 飛 び 出 た り、 回 っ た り

生でチームワークは抜群だ。

たそろいの法被も着用し、全身でテー
マを体現していた。
「BEM VINDO AO BRASIL（よう
こそ

ブラジルへ）
」と名づけられた

チーム名の「国またぎ組」は、日系

作品は、リオオリンピックから2020

大会当日、審査員は全ての仕掛けを把

ブラジル人の母親をもつメンバーがい

年開催予定の東京オリンピックへ引き

握できていたのだろうかと余計な心配

ることから、
「日本とブラジルの架け

継がれる様子を表現している。マシン

をしてしまう。

橋になる」という３人の想いが込めら

３台にはそれぞれに対応するストー

れている。

リーがあり、どの１台が欠けても「作

……。
あまりの込み入ったからくりに、

小学３年生から中学３年生までの幅
広い年齢層が参加するチャレコンにお
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からくりパフォーマンスカーのテー

品」として成立しなかっただろう。

ゆき

ンナーが走り出し、上がりきったとこ
ろで火が灯る。
この一連の動きは、オリンピック開
会式のクライマックスを表現してい
る。また、その周囲にはサッカーやバ
ドミントン、レスリングの選手たちを
にぎやかに配置し、大会の熱気が伝わ
る華やかで楽しい雰囲気に仕上げた。
山車１はオリンピックを前面に出す演
る あん

出で、動力車から山車２へのストー

中村 瑠晏 君

清水 智也 君

刈谷市立衣浦小学校 ４年
将来の夢：タクシー運転手（車の運転）
■ゲームが好き！

刈谷市立衣浦小学校 ４年
将来の夢：歴史学者（特に戦国時代～昭和）
■国語、算数、理科、社会、全て好き！

リーの橋渡しをしている。
炎がきちんと立ち上がっていられる
ようにマグネットを使ったり、聖火ラ
ンナーと聖火点灯のタイミングが合う

リオオリンピックの興奮を再現
中央の山車１を担当したのは中村

メージした金属球が入ると円盤の溝に

ように糸の長さを調整するなど、細か

乗って球が運ばれる。

な演出を確実に表現するための細工が
随所に施されている。

君。仕掛けの起動力となるのは、山車

それが受け皿に落ちると、球の重み

が動力車に引かれて前に進むエネル

で円盤の下に置かれたモーターのス

「聖火台に火がつく様子を表したく

ギー。これを利用して中央の円盤を回

イッチが入る。モーターによって聖火

て、先生に相談しながら試行錯誤し、

転させ、そこにサッカーボールをイ

台がゆっくり上がるのと同時に聖火ラ

最終的にこの構造になりました」と控
えめに語るが、
「将来の夢はタクシー
かバスかトラックの運転手」というほ
ど車が大好きな中村君らしい、メカニ
カルなからくりだ。

「どんでん返し」でワープ

牽引され車輪が回転することによりスイッチ
を押す金属球を運ぶ円盤が回り出す。

最後尾を走る山車２を手掛けたのは
清水君だ。この山車のからくりのハイ
ライトは、リオのカーニバルから、く
るりと床がひっくり返ると、富士山が
現れる、
「どんでん返し」
。

聖火台の炎はひもがはずれると磁石の力で
さっと立ち上がり、固定される。
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聖火台の横も色鮮やかなスポーツ選手
の装飾でにぎやか

オリンピックがブラジルから日本へ
バトンタッチされる様子を表したもの
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明してくれるのだが、そのギャップに

で、ブラジルらしいにぎやかなカーニ

側面の装飾に「飛び出す絵本」の仕

バルと、日本らしいしっとりとした扇

組みを採用したのは読書好きの清水君

子型の富士山の、動と静のコントラス

ならではのアイデア。数秒に込められ

話を聞いていると、同じテーマでも

トが上手に表現されている。富士山の

たストーリー性の高さにも、感性の豊

３人それぞれの「好き」や「得意」に

裏側には赤富士が描かれているという

かさが垣間見られる。

合わせて、異なる構造を採用している
ことに気づかされる。型にはまらない

のも粋な演出。一瞬で全く異なる山車
になったかのように見せるスピード感
も見事だ。

は驚くばかりだ。

作品から個性があふれ出る
そして感心したことがもうひとつ。

豊かな個性を存分に生かしたことで、
伸びやかでパワーあふれる作品に仕上
がったのだろう。

「ブラジルから日本にワープした

どのマシンも、留め具をはめる穴を間

かったんです」と清水君は笑う。大人

違えないように色分けしてあったり、

からすると突拍子のない発言に聞こえ

糸が切れてしまったときのスペアが内

創立44年の
「名門」
発明クラブ

るが、
この演出は紛れもなく「ワープ」

側に貼り付けてあるなど、起こり得る

ところで、この３人が所属する刈谷

である。

リスクをきちんと把握し、その対策が

少年少女発明クラブは、1973年に日

しっかり施されている。事前のチェッ

本で初めて設立されたことで知られる

東京タワーなど東京の観光名所が立体

ク観点も細かく分担されていて、いわ

歴史ある発明クラブだ。刈谷市内外か

的に現れると同時にブラジル人から日

ゆる「リスクマネジメント」が徹底さ

ら集まる小学１年生から中学３年生ま

本人に聖火が手渡される。ここで牽引

れているのだ。

でのクラブ員は約650名に及び、活発

どんでん返しの後には側面が開き、

車、山車１と引き継いできた物語は完

それにしても、３人とも小学生らし

結し、最後に扇子が厳かに開いて終幕

いあどけない笑顔で、大人でも理解に

工作の基礎知識から学べる「工作技

を迎える。

苦しむ込み入った構造をスラスラと説

能育成コース」や、自由な発想で工作

に活動が行われている。

を楽しめる「創意工夫工作コース」
、
毎年米国で開催されるOdyssey of the
Mind世界大会に挑戦する「OMコース」
など、子どもたちの個性を伸ばせるよ
うに多彩なコースが設定されているの
が特徴で、設備も充実している。
チャレコンでは多数のチームが地区
大会に参加しているほか、各種工夫展
等の受賞歴も多い。そんな「名門」と
もいえる発明クラブを支えている理念
最初はカーニバルをイメージしたイラ
ストが回転。どんでん返しの際、指で
示している部分がトリガーとなり、側
面が順に開いていく。

側面には飛び出るように加工されたイラストが聖
火のリレーを表現し、やがて扇子が開き、パフォー
マンスを終える。

や指導方針とは何なのか、会長の山下
博久氏と、
「国またぎ組」の指導にあ
たった海野寛氏に話を聞いた。
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コース」
の指導は難しいと思いますが。

――制作に取り掛かるまでの工程も大

山下：子どもたちは作りたいものをイ

切にしているのですね。施設内の工具

メージしても、その作り方が分からな

や材料などの充実度に驚きました。

いことがあります。その際、一人ひと

山下：作りたいと思ったときに材料や

りのアイデアに応えるような指導をす

工具がないと作れませんからね。

ることが重要です。当クラブでは以前

これらの運営資金に関しては、トヨ

からそうした指導を行っており、ベテ

タグループ各社の理解があり、サポー

ラン指導員がノウハウを蓄積できてい

トしていただいています。

ると思います。

――指導の方向性について意識してい

また、クラブには切磋琢磨する土壌

ることはありますか？

山下 博久 氏

があり、子どもたちは刺激し合って、

山下：
「新しいもの」に取り組むよう

公益財団法人刈谷少年少女発明クラブ
会長

いろいろなものを作っていますね。

にしています。例えば、木工は40年

――指導の流れを教えてください。

前から実施してきましたが、常に新し

常に新しいものに挑戦する

山下：図面の描き方から教えます。実

いものにしています。そのようにして

――貴クラブは長い歴史があり、活動

際に制作するときも、まずは図面を指

いかないと子どもたちだけでなく指導

も充実していますね。

導員に提出して、許可を得る必要があ

員の刺激にもなりません。

山下：もともとは財団法人豊田理化学

ります。その後、図面に基づいて材料

また、実績を積み重ねるだけではな

研究所の一部門として設立されまし

を申請することにより、クラブに在庫

く、新しいことに取り組み、時代に合

た。
同研究所が公益財団法人へ移行し、

があるものは支給するシステムを採っ

わせて柔軟に対応しなければ、次世代

クラブ設立から40年を迎えたタイミ

ています。

に引き継げなくなってしまいます。

ングで、愛知県から公益認定を受け、
「公益財団法人刈谷少年少女発明クラ
ブ」として独立しました。
40年の歴史がありますので、当ク
ラブのOB・OGがご自身のお子さんを
通わせているケースもあります。
――「公益財団法人」だからこそでき
ることはありますか？
山下：刈谷市や市内の学校、市民から
の信頼は厚いと思います。その期待に
応えられるよう、市と連絡を密にし、
活動内容の充実を図っています。
――自由に創作させる「創意工夫工作
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塗料で色を塗るための台の奥には作品の材料が保管された棚が並ぶ

Special
Reports

経験に基づく貴重なアドバイス

――国またぎ組の作品は、いろいろ飛

――国またぎ組の３人には、どのよう

び出して最終的にとても大きくなりま

なアドバイスをしましたか？

すね。他にもありますか？

海野：地区大会段階では彼らを含めて

海野：いつも言っていることですが、

15チームを担当していましたので、

まずは図面をきちんと描くこと、そし

満遍なく指導するためにも「聞かれた

て工程ごとに必ずチェックすることを

ら答える」というスタンスでした。

徹底させました。ねじを１つ締めたら

私は現役時代に生産設備を造ってい

緩んでいないか確認する、からくりを

たので、からくりの仕組み等について

１つ作ったら動くか確認するというこ

は、各チームのイメージに沿って、適

とです。
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海野 寛 氏

切に助言できたと思います。また、私

チャレコンは本番で確実に動くとい

も指導員として、チャレコンの第１回

うことが重要ですから、一歩ずつ手順

から全国大会に参加していますので、

を踏んで進めるように指導しました。

そこで学んだ「勝ち抜くノウハウ」は

――確かに今回も３人が何度も確認作

区大会より構造を簡素化しました。

15チームと共有しました。

業をしている姿を目にしました。

――指導員をしていて、どんなところ

――例えばどういったことですか？

海野：また、からくりを作っていると

にやりがいを感じますか？

海野：動力車や山車のサイズはルール

どうしても、複雑な仕組みにしたく

海野：やはり、結果が得られるとうれ

で決められていますが、これをからく

なってしまいますが、シンプルにする

しいです。前回はいい作品だったもの

りでいかに大きく派手に見せるかとい

ことで、成功率は上がります。今回は

の、全国大会で想定どおり作動せずに

うことなどですね。

前回の全国大会での反省を踏まえ、地

金メダルを逃してしまいました。チー

公益財団法人刈谷少年少女発明クラブ
指導員

ムメンバーが落ち込むと私たち指導員
も同じ気持ちになるものです。結果が
良ければ子どもも達成感を味わえます
し、教えている側も同じですね。
――ありがとうございました！

経験豊富な大人たちの知識と充実し
た物理的サポートという、恵まれた環
境のなか、のびのびと豊かなアイデア
を形にしていく「刈谷少年少女発明ク
ラブ」の子どもたち。彼らの今後のさ
らなる活躍が楽しみだ。
クラブの入り口に展示された過去のチャレコン全国大会参加作品



（文責：土屋 朋代）
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