
青少年のための科学の祭典２０１7　【豊岡会場】　出展一覧（５月１５日現在）

タイトル 出展内容 代表者 所　属
○ステージ

1 ステ 1 －196℃の世界をのぞいてみよう！～液体窒素～
液体窒素を使った実験。風船やゴムポールなど低温
での変化を演示で見てもらいます。

鎌田 浩史 豊岡市立豊岡南中学校

○ワークショップ

2 ワークショップ1 ペーパークラフトで「H-2Aロケット」を作ろう
紙でロケットを作ります。平面の紙から立体を作り
出す楽しさを知ってもらう。

吉川　義雅 デジピット

○力・運動・エネルギー・音・光・電気・磁気・温度の科学

3 物理 1 落ちるまとに当たるかな(モンキーハンティング)
まっすぐに飛び降りるサルの人形にストローで作っ
た矢をあてる実験です。

原　俊昭 県立八鹿高校自然科学コース1年

4 物理 2 空気の重さを体感しよう！！
市販のゴムシートを使って，普段は意識することの
ない空気の重さを体感してもらう。

山村　雄太 県立豊岡高校理数科１年

5 物理 3 浮沈子であそぼう！！
浮沈子(浮いたり沈んだりするおもちゃ)を作りま
す。

藤原　章弘 県立八鹿高校自然科学コース1年

6 物理 4
だれでもかんたん！空気砲

　風船を半分に切り、口を結んで、紙コップにくっ
つけます。風船の口を引っ張って放すと、コップを
くりぬいた場所から空気の“弾丸”が出ます。

岩田　知也 県立出石高校自然科学部

7 物理 5
じゃいろ(ジャイロ効果)であそぼう～ブーメラン
＆紙ジャイロ～

厚紙でブーメランを作ります 西川 充洋 豊岡市立豊岡南中学校科学部

8 物理 6 いろいろなレンズと望遠鏡のしくみ いろいろなレンズの性質を知ってもらう。 荒井　孝夫 天文館バルーンようか

9 物理 7

紙コップUFOをつくろう！！

厚紙を円に切る。それにつまようじをさして、もう
一枚の厚紙を丸めて軸を作る。紙コップを羽状に切
り、底の部分につまようじが刺さる穴を開ける。丸
めた厚紙の中腹あたりに糸を通す穴を開け、つまよ
うじに１回転させて通す。
切った紙コップと軸を組み合わせて糸を引くと飛
ぶ。

田渕　伸司 県立出石高校自然科学部

10 物理 8 かんたんグライダー グライダーを作りましょう 豊田　和久 県立生野高校
11 物理 9 飛ばそう　紙飛行機 紙飛行機を作って飛ばしてみましょう 多田　昌義 豊岡市立田鶴野小学校

12 物理 10 箱の中に虹を作ろう
光をいろいろな色に分ける装置を作って、箱の中に
虹を作ってみましょう。

松田　和則 県立豊岡高校理数科１年

13 物理 11 色が変わるステンドグラスを作ろう
偏光板で見ると、色が変わって見えるステンドグラ
スを作ります。

中井　裕章 県立豊岡総合高校総合学科１年

14 物理 12
紫外線で見る世界～いろんなものが光るよ～

紫外線だけをあてると、普段と見え方が違い、光っ
て見えるものがいろいろとあります。いろいろなも
のに紫外線を当ててみて光るか見てみましょう

安東　正敏 県立八鹿高校自然科学コース１年

15 物理 13 モーターをつくろう！
エナメル線とフェライト磁石を使って簡単なモー
ターをつくる

田中 博樹 豊岡市立豊岡南中学校科学部

16 物理 14

水でつながる明かりの回路～トランジスタって
何？～

LEDとトランジスタを使って簡単な電子回路工作をし
ます。プラスチックのカップにLEDを使った簡単な電
子回路が入っています。カップの回路から出ている2
本のリード線を水につけるとLEDが光ります。LEDに
接続されているのは、トランジスタという電子部
品。小さな電流を増幅するはたらきがあるので、水
や人体を流れるわずかな電流でもLEDを点灯できたの
です。

羽深　健治 県立豊岡高校理数科１年

17 物理 15 環境(自然)放射線と電気エネルギー
環境放射線について調べて、身を守る方法を考えて
みましょう。また、発電の原理も調べてみましょう

原　俊雄 神戸大学大学院理学研究科

○物質の性質と変化の科学

18 化学 1 はずむシャボン玉
シャボン液にグリセリンを加えることで、割れにく
いシャボン玉を作る

澁谷　亘 県立豊岡高校生物自然科学部

19 化学 2

発泡性入浴剤をつくろう！

発泡性入浴剤（バブ）を自分で作成してみる。炭酸
水素ナトリウムとフマル酸による中和反応によっ
て、炭酸ガスを生じさせることができる。発泡性入
浴剤（バブ）を自分で作成してみる。
炭酸水素ナトリウムとフマル酸による中和反応に
よって、炭酸ガスを生じさせることができる。

三木　亮 県立豊岡高校理数科１年

20 化学 3 お風呂でブクブク！　発泡入浴剤を作ろう！ 発泡性入浴剤を作ります 駒居　裕美 県立豊岡総合高校総合学科３年
21 化学 4 スーパーボールづくりにチャレンジ！！ スーパーボールをつくります 青木　孝憲 豊岡市立豊岡北中学校
22 化学 5 カラフルソフトビーズをつくろう アルギン酸ナトリウムと塩化カルシウムの反応 足立　賢博 県立八鹿高校自然科学コース１年

23 化学 6 プラスチックでキーホルダー
食品のパックに使うプラスチック容器でキーホル
ダーを作ります

中嶋　宏輔 県立豊岡高校理数科１年

24 化学 7
アロマキャンドルをつくろう！！

ろうをとかして、好きな色、においのもとを入れて
固め、自分だけのオリジナルキャンドルを作りま
しょう

村尾　卓哉 豊岡市立豊岡北中学校

○生き物の科学
25 生物 1 ＤＮＡの抽出 やさいジュースからＤＮＡをとりだして観察 三島　翔太 県立八鹿高校自然科学コース１年

26 生物 2 葉っぱのすじのしおりづくり
来られた児童、生徒さんに次の手順に沿って葉脈標
本を作ってもらいます。

成田 亘　成田　健 豊岡市立国府小学校

○地球と宇宙の科学

27 地学 1 火山灰から鉱物を探そう
神鍋火山群の火山灰などを双眼実体顕微鏡で観察し
ます

谷口 正夫 玄武洞ミュージアム

28 地学 2 滑石ペンダントを作ってみよう！
滑石は柔らかく加工しやすい石です。今回は但馬で
とれた滑石でペンダントを作りましょう。

榊原 聖子　中嶋 灯奈 玄武洞ミュージアム

29 地学 3
化石から見る山陰海岸ジオパーク

但馬から産出する化石を調べて、但馬地方がいつご
ろどのようにしてできあがってきたかというシナリ
オを考えていきます。

三木 武行 豊岡市大交流課

30 地学 4 つくってまなぼうジオパノラマ
山陰海岸ジオパーク内の様々な自然のめぐみを使っ
て自分だけの工作を作りませんか。 郡山 鈴夏　小山 真里 山陰海岸ジオパーク推進協議会

31 地学 6 生きている太陽を見よう 白色光と赤色光で見る太陽の素顔 宮村 秀基 里の会・星文化研究所

○環境・生活・数学の科学と工作

32 数学 1 数学マジックに挑戦しよう！
二つのマジックを体験します。なぜそうなるかわか
りますか？　自分もマジックに挑戦してみよう

井上　美香 県立豊岡高校理数科１年

33 数学 1 空き缶つぶし・カードケース～折り紙の応用～
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 折り紙作家・日本折り紙協会認定講師

34 生活科学2 マーブリングであそぼう！ 水と絵の具を使って、不思議な模様を作ってみよう 沖田　早代 県立豊岡高校理数科１年


