
ＮＯ 分類 マタイトル 内　　　　容 代表演示講師

1
ワーク

ショップ
１

不時儀な七宝焼に挑戦
鉱石を炉で焼き、様々な発色の輝きのあ
る七宝を作ります。 七宝焼研究家　　　蔵本繁子

2
ワーク

ショップ
２

藍の色素を発色させてみ
よう

藍の葉から染められる藍染の体験をしま
す。植物からの染色です。 藍染研究家　　伊藤久代

ＮＯ 分類 マタイトル 内　　　　容 代表演示講師

3 化学１ 「薬物乱用」てなに
薬物とはどのようなものかを知り、その
危険性と薬物使用の禁止を訴えます。 北播磨地区薬物乱用防止指導員協議会　藤原義昭

4 化学２ 混ぜると不思議な物体
様々な液体を混合させることによりでき
る不思議な異なった物を作ります。 多可町小学校理科担当者会　荻野隆之

5 化学２
つくろうプラバンアクセ
サリー

熱可塑性の透明ポリスチレン(通称プラバ
ン)にマジックで絵を描いて、オーブンで
焼くと縮むので、それを加工してキーホ
ルダーなどのアクセサリーにして渡す。

北条高等学校　松田好生

6 化学４ けむりのふしぎ

『けむり』の広がりの速さは火よりも早
く、条件によってちがいますが、一般に
横方向に　は１秒間に50 cm、たて方向に
は１秒間に３～５メートルにもなりま
す。たて方向（階段など）では人が逃げ
るよりも速いので、注意が必要です。
火事のときは、火から逃げることはもち
ろん、先に煙から逃げなくてはなりませ
ん。

西脇消防署　（多可町分室）予防課

7 化学５ ドロドロ物体のふしぎ

かたくり粉を水で溶いたものに触れて、
ダイラタンシーを実感する。
　　および、ベントナイトを水で溶いた
ものをかき混ぜて、チキソトロピーを観
察する。

甲子園大学 総合教育研究機構　谷口真日東

8 化学６ 小麦粉で爆発

小麦粉はパンやクッキー、お好み焼きな
どに使われ、私たち人間にとって大切な
食べ物です。こげることはあっても燃え
ることなどはあまり考えられませんね。
でも、そのような一見もえそうにないも
のでも、細かい粉になると条件しだいで
はげしくもえて、ときにはばくはつしま
す。これを「粉体爆発」とか「粉塵爆
発」といい、これが原因で火災や事故の
おこることがあります。

柏原高校理科部　石井　理
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9 数学　１ 図形パズルに挑戦しよう

長方形や正方形などの図形を直線で切り
離し、並ぺかえると他の図形にすること
ができます。考えてもみないこと、でき
ると思えないこともできるので、いくつ
か紹介しま
しょう。

クドウ地科学標本　細川雅幸・小笹由香里

10 数学２ 立体をつくろう

正方形、長方形、正三角形、二等辺三角
形をつかって、いろいろな立体を
つくることができます。これらの形に厚
紙を切って、何まいかをテープでつなぎ
あわせてつくります。いろいろくふうし
て、おもしろい立体をつくりましょう。

神埼町立福崎東中学校　小川泰弘

ＮＯ 分類 マタイトル 内　　　　容 代表演示講師

11 自然 １ 発火法研究会　大西秀夫

ＮＯ 分類 マタイトル 内　　　　容 代表演示講師

12 生物１ 命を考える　心肺蘇生法

あなたの愛する人のために応急手当を覚
えましょう 救急ボランティア「勇気」岸本和明　小林建一

13 生物２ 葉脈しおり

樹木の葉には葉脈（維管束）がありま
す。それだけを残していろいろな葉をと
かしてみましょう。そのすじに色をつけ
たり、ラミネートしたりすると、本には
さむすてきなしおりができますよ。世界
にたった１つだけのオリジナルなしおり
を作ってみませんか。

北播磨支援学校　石井道信

14 生物３
身近な植物です溶液を仲
間分けしよう

水溶液はリトマス紙の色の変わり方で，
酸性・中性・アルカリ性の３つの仲間に
分けられます。酸・アルカリに対して色
が変化する身近な植物はたくさんありま
す。コスモスやヒガンバナ，タマネギが
そうです（図１）。ここでは，紅茶のマ
ローブルーを使って，身の回りの水溶液
を仲間わけしてみましょう。

丹波市立新井小学校 細見隆昭

15 生物４
チリメン　DE
BINGO!!

チリメンジャコは二艘の船を使って網で
とるため、中にいろいろな海の生き物が
入っています。君は何種類の生き物をさ
がせるかな？

いかきたサイエンシスターズ
長田高校　名生周子

ＮＯ 分類 マタイトル 内　　　　容 代表演示講師

16 地学１
地元・兵庫県の岩石を探
ろう

二のブースは中学２年生の地学書「新し
い科学　２分野・上」を基準に兵庫県産
の火成岩類を分類して標本つくろう。

クドウ地科学標本　福原昭　平木啄子

17 地学２ 役に立つ鉱物

大地と呼ばれる地球の表面は、各種の岩
石で造ぢれています。その岩石はまた、
それどれ名前のついた鉱物の集合から
なっています。　　　私たちはこの大地
から、暮らしに有益な鉱物をたくさんプ
レゼントしてくれています。

クドウ地科学標本　尼児昭博・雲田正年

18 地学３
岩石を偏光板を使って調
べる

岩石の干渉色を見ることが出来ませんの
で偏光フイルムとセロリンテープを使つ
て色の移り変わりを観察してみましよう

クドウ地科学標本　真鍋恵美・浅田美恵子・村岡貴美子

19 地学４ 化石をさぐろう

化石は地球の大昔のようすや、古い生き
物の移り変わりを教えてくれます。一言
でいえば、石に残された地球からの手紙
です。

クドウ地科学標本　田路貞子　上月光代
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20 地学５ 化石のレプリカを作ろう

むかしの生物の遺物を化石といいます。
化石として残っているものは、地中の中
で長い年月の間に、かたくなってしまっ
たものが多いのです。化石によって、そ
の化石の地層がいつの時代のものか分か
るものを示準化石といいます。

多可高校　西坂和洋　受川達也

21 地学６
河原や海辺の小石で作る
医師の標本箱

兵庫県内の河原の小石と瀬戸内海の小島
の海岸の石をかんさつし、標本箱を作り
ます。

神河中学校　科学部　小川泰啓

22 物理１ 空き缶つぶし

わたしたちは空気の中で生活していま
す。空気はたいへん軽いものですが、重
さがあり、それを「圧力」として感じる
ことができます。地表での空気の圧力を
「大気圧」といいます。今回は、空気の
ない状態をつくって、大気圧を体験しま
しょう

柏原高　理科部　小西邦和

23 物理２ 未定 西脇地球緯度科学館　高原摂竜

24 物理３
エネルギー・熱を考える
～１Ｊ体験から～

小学生から高校生・大人の方まで楽しめ
るエネルギー・熱のおもしろい実験をし
ます。実験をやって、エネルギー・熱へ
の理解を深めましょう。
１Ｊ(ジュール)のしんどさを針金で体験
し、発電のしんどさ、アルコール爆発
（化石燃料の例）、原子力発電の危険
性、太陽光発電の例等を説明し、エネル
ギーについて学習し、エネルギー・熱・
温度への理解を深めましょう。

県立西脇高校　化学部　上島一宏

25 物理４ 虹スコープを作ろう

紙コップに分光シートをはって虹スコー
プを作ろう。外の景色や蛍光灯の光をの
ぞいて
みよう。どんな色が見えるかな。白い色
と思っていてもいろんな色が見えます。
このシートで一色の色なのか、混ざって
いるのかがわかります。

兵庫県立西脇高校　内田雄三　　上島一宏

26 物理６ 偏光板の不思議

使用済み３Ｄメガネから取った偏光板２
枚を来場者に配布し、次の現象を確認し
てもらう。

かがく教育研究所　石原武司

27 物理７ 磁石を作ろう

箱の中の砂に磁石を近づけて砂鉄を集め
よう。砂鉄は火成岩に含まれる磁鉄鉱な
どが母岩の風化に伴って分離し、集積し
たものです。（磁石にポリエチレン袋を
かぶせておくと、集めやすい）

サイエンスクラブ　高木健二

28 物理８
環境(自然)放射線と電気
エネルギー

電気エネルギー（発電の原理）を考える
実験です。
１．金属コイルの中に、磁石を出し入れ
すると、コイルに電流が流れます。
２．磁石のN極とS極の間の空間で金属コ
イルを回すと、コイルに電流が流れま
す。

神戸大学大学院理学研究科物理学専攻　原　俊雄

29
物理９
工作

レール模型の不思議
（仮称）

レールの上を走る鉄道模型みみられるい
ろいろな工夫や不思議さを見つけます

おもちゃドクター　　川根孝之

30
物理10
工作

ポンポン船を造ろう

ポンポン船は、蒸気エンジンやガソリン
エンジンと同じ熱機関で、熱エネルギー
を利用しています。水を満たしたパイプ
（ボイラー）をろうそくなどで熱するこ
とにより動きます。

丹波教育事務所　足立幸謙

31
物理11
工作

ストローロケットをとば
してみよう

短く切ったストローに羽を付けてロケッ
トを作り、スーパーボールに竹串を刺し
たものにロケットを通して完成。竹串を
つまみスーパーボールを下にしてまっす
ぐ落とすと、ボールが受けた反発力をも
らってストローロケットはより高くはね
上がります。

氷上高校　松本　崇 　余田 佳美

32
物理12
工作

ビー玉万華鏡

綺麗な映像が見える万華鏡。その中は
いったいどうなっているのでしょう
か？？今日は一緒に万華鏡を作ってみま
しょう。

啓林館　桜木輝秀
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33
物理13
工作

飛ばそう紙飛行機

組立がか簡単な耕作飛行機は翼の角度を
変えると高く長く飛ばせます。工夫して
飛ばしましょう。 但東中学校　多田昌義

34
物理14
工作

笛をつくろう

音の出る工作です。簡単な工作で音の出
る笛を作ります。 都山流　工藤智巳・小牧由紀子

35
物理15
工作

輪ゴムでゴム鉄砲をつく
ろう

写真（写真下）に示すゴムてっぽうを
作って遊びます。工夫することによっ
て、二連式（写真中）や三連式（写真
上）を作ることができます。

小野高校　化学部　高橋直久


