
青少年のための科学の祭典２０１４　【豊岡会場】　出展一覧
６月３日現在集約分

【ステージ】　１
CODE 分類 タイトル 出展内容 代表者 所　属

ｽﾃ1 23 ｽﾃｰ 液体窒素　～　－１９６℃の世界　～ 液体窒素を使ったサイエンスショー 足立 逸雄 県立八鹿高等学校

【物理分野】　２０
CODE 分類 タイトル 出展内容 代表者 所　属

物01 1 物理 指の先に　とんぼをとまらせよう 厚紙でバランストンボを作る 西田 正明 豊岡市立豊岡南中学校 科学部

物02 2 物理 ブーメランを作ってみよう 厚紙でブーメランを作ります 田中 博樹・ 豊岡市立豊岡南中学校

物03 3 物理 ず～と，見ているよ 目の錯覚による，振り向きドラゴンを作ります 桶家 久美 豊岡市立豊岡南中学校 科学部

物04 4 物理 どれが入るかな？コイン選別機 磁石の力で、コインの落下する距離を変化させて，客にどのコインがこ
のコップに入るか予想させて実際にやらせてみる。

豊田 和久 県立出石高等学校

物05 5 物理 遠くまで飛ばそう！ 簡単に作ることができ，遠くまで飛ばせる楽しい工作。紙皿を貼り合わ
せて，「フライングディスク」を作る。

金山 聖 県立出石高等学校

物06 7 物理 飛ばそう「紙飛行機」 組み立てが簡単な工作紙飛行機 多田 昌義 豊岡市但東中学校

物07 8 物理 色が変わるステンドグラスを作ろう 偏光板にセロハンテープを何重にも貼ったものを，もう一枚の偏光板で
見るとカラフルな色が見える様子を観察する。液晶テレビやスマート

中井 裕章 県立豊岡総合高等学校

物08 17 物理 振り子でリサージュ図形を描こう！！ 振り子を用いて，リサージュ図形を描く 藤原 章弘 県立八鹿高等学校

物09 18 物理 虹を作ろう 虹のでき方の説明及び工作 松田 和則 県立八鹿高等学校

物10 20 物理 紙コップを使って音が伝わるしくみを知 紙コップを使った音の伝わり方，スピーカー，マイクのしくみの説明，
工作

石橋 裕之 県立八鹿高等学校

物11 21 物理 シャボン玉で遊ぼう 割れないシャボン玉や人が入れる巨大シャボン玉の作成 沖田 早代 県立八鹿高等学校

物12 30 物理 いろんなレンズと望遠鏡のしくみ 様々なレンズの性質を自分の目で確かめる 荒井孝夫 天文館バルーンようか

物13 33 物理 アロマキャンドルをつくろう！！ ロウを溶かしてアロマキャンドルをつくる 村尾卓哉　宮 豊岡市立豊岡北中学校

物14 35 物理 磁石で遊ぼう 箱の中の砂に磁石を近づけて砂鉄を集めよう。磁石をひもでつるして引っ付く石とつかない石。磁石と電池でモーターを作ってみよう。高木健二 松内ミネラルコレクション

物15 40 物理 笛をつくろう！！　鳴らして楽しも 音の出る工作です。簡単な工作で音の出る用具(笛)を作ります。 工藤智巳・小 都山流師匠

物16 41 物理 環境(自然）放射線と電気エネルギー 環境(自然)放射線を測り、身のまわりの放射線から，放射線を科学的に
正しく理解する。発電の原理(ファラデーの電磁誘導の法則)を考え，日

原　俊雄 神戸大学大学院理学研究科物理学専
攻

物17 43 物理 光のスペクトル，静電気，モータと電磁 ＤＶＤを回折格子として用いて，光のスペクトル，２重スリットを用いて，ヤングの干渉縞を観察します。また，はく検電器を用いた静電気の実験，ファラデーの電磁誘導の実験なども体験します。秋山和義 神戸高校

物18 12 物理 楽しく動く魚の浮沈子 ペットボトルに入れた『魚のしょう油入れ』が浮いたり沈んだり自由自
在に動きます。

三上 貴光 県立豊岡高等学校

物19 15 物理 リングキャッチャー リングキャッチャーというおもちゃを知っていますか。チェーンを片手にかける。そのチェーンに下からリングを通して、親指と中指でリングを持つ(左図)。リングをはなす。チェーンにリングが引っかかれば大成功(安東 正敏 県立豊岡高等学校

 物20 25  物理  偏光の世界へようこそ  太陽や電燈の光はいろいろな方向の成分を持つ波の性質があります。その光を偏光板を通すと１方向の成分だけの光になります。偏光板を通した光をもう一度偏光　　板を通すとどうなるでしょう？ 木下 道則  ジオパークガイドクラブ

【化学分野】　５
CODE 分類 タイトル 出展内容 代表者 所　属

化01 9 化学 お風呂でブクブク！発砲入浴剤を作ろ 炭酸水素ナトリウムとクエン酸を用いて，発泡入浴剤を作製する。香料
や染料，型を工夫し，オリジナル入浴剤ができる。生じる泡が二酸化炭

松本 圭司 県立豊岡総合高等学校

化02 19 化学 カラフルソフトビーズをつくろう 着色したアルギン酸ナトリウムを塩化カルシウムに滴下して作る。（人
工イクラと同じ）

足立　賢博 県立八鹿高等学校

化03 22 化学 泡の出る入浴剤をつくろう! 身近な「食べるラムネ」や「発泡入浴剤」の炭酸ガスを発生する原理を
調べるために「発泡入浴剤」つくってみる。

藤原 登美子 県立八鹿高等学校

化04 32 化学 スーパーボールづくりにチャレンジ！！ ラテックスとクエン酸を使ってスパーボールづくりをする 青木孝憲 豊岡市立豊岡北中学校

化05 13 化学 オーブンレンジでしおりつくり 食品(しょくひん)のパックに使(つか)うプラスチックの容器でしおりを
作(つく)ります。好(す)きな形(かたち)に切(き)ったタッパーに油性(ゆ

渋谷 亘 県立豊岡高等学校生物自然科学部

【生物分野】　３
CODE 分類 タイトル 出展内容 代表者 所　属

生01 6 生物 耳と目の不思議を体験してみよう 耳：つり下げたスプーンの音をあごの骨を伝わって聞くのと，耳から聞
くのではどう違うかを調べる。

弓削 るいこ 県立出石高等学校

生02 11 生物 めざせ！チリモンマスター！！ チリメンモンスター、縮めてチリモン。チリメンジャコの中にまぎれて
いる、不思議な不思議な生き物たち。その種類は１０、５０、１０

中嶋 宏輔 県立豊岡高等学校

生03 29 生物 葉っぱのしおりをつくろう 葉脈標本でしおりをつくります。 成田亘　成田 豊岡市立清滝小学校



【地学分野】　７
CODE 分類 タイトル 出展内容 代表者 所　属

地01 27 地学 火山灰から鉱物を探そう 顕微鏡を使って，火山灰中の鉱物を探します。 谷口正夫 県立和田山高校

地02 31 地学 生きている太陽を見よう 安全フィルターのついた望遠鏡を使って、躍動する太陽を観察してみま
しょう。

宮村秀基 里の会・星文化研究所

地03 37 地学 役に立つ鉱物　　～地球からの贈り物～ 鉱物から取り出された金属で作られた身のまわりの製品をコンビで展示
します。地球資源の大切さを認識するために，「地球の贈り物」を直接

尼児昭博 松内ミネラルコレクション

地04 38 地学 地元・兵庫県の岩石を探ろう 兵庫県産の火成岩類を分類委して，標本を作ります 雲打正年 松内ミネラルコレクション

地05 39 地学 化石をさぐろう 代表的な化石を展示して，実物をスケッチしながら化石を調べる体験 田路貞子・上 クドウ地科学標本

地06 24 地学 滑石ペンダント 滑石（かっせき）は蛇紋岩（じゃもんがん）の中に含まれる鉱物で、化
粧品・薬・紙の加工などに利用されています。また、滑石は古代には勾

榊原 聖子 玄武洞ミュージアム

地07 28 地学 化石から見る山陰海岸ジオパーク 山陰海岸ジオパークでは日本海が開いて日本列島ができるまでの大地の
ようすを５段階に分けて解説しています

三木武行 豊岡市ジオパーク専門員

【数学分野】　３
CODE 分類 タイトル 出展内容 代表者 所　属

数01 10 数学 つなげて切って不思議な形 短冊を輪にしたものを用いて，真ん中の線に沿って切り，どんな形にな
るか考察し，実験する（メビウスの輪）　実際に現れた形に対して疑問

黒﨑 真理子 県立豊岡高等学校

数02 16 数学 エイムズの部屋 様々な錯覚の例を紹介し，エイムズの部屋を作成 田中 久典 県立八鹿高等学校

数03 36 数学 図形パズルに挑戦しよう 長方形や正方形など図形を直線で切り離し，並べ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

細川雅幸 松内ミネラルコレクション

【生活科学分野】　３
CODE 分類 タイトル 出展内容 代表者 所　属

科01 14 科学 ウールで小物づくり ウールの性質を物作りを通して確かめる 小原 久美 県立豊岡高等学校

科02 34 科学 ペーパークラフトでイプシロンロケット 型紙から部品を切り出し，正確にのり付けをして，リアルなイプシロン
ロケットを作ります。

吉川義雅 有限会社　デジピット

科03 42 科学 あそんで学べる折り紙 折り紙を通して楽しみながら学ぶ力を育て，学習に生かすことができ
る。

水嶋　勉 折り紙郵便局


