lβ

lフェスティバfι
科学こもの作ι
午前中は、 7ク ラス嘲 朗 科学実験を
『ワクフク ドキ ドキ』で楽 しみました。
午後は、 7階 なにわの宮ホールで科学工作、
もの4り 、カメラ教室、パ ソコンお絵かき
教室などにチャレンジしました.
受講生は、200名 の募集 に対 し 213名
が出席、 200名 近 くの保護者、先生、
アシスタン ト スタ ッフを合せ延べ 500名 の大イベ ン 卜、最後まで非常に盛 り
上がった楽 しい有意義 な 1日 で した。
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:Aク ラス :ド ライアイスで遊 ぼ う
講師 :田部智子 、羅金美佐江

(終)7階 なにわの官ホール 】
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お もな感想文】
【
サイダー シャーベ ッ トおい しかった。 ポ リエチ レン袋 こ うぶん してま した。
フイル ムケースに入れ コップがヽ菫 もとぶのが す ごくたの しめま した。
最後の実験が汽車ばっぱみ たいて いちばんお も しろかった。 シャーベ ッ トも
おい しかった し 紙 の うえで ドライアイスが きえてい くのもお もしろかった。
月ヽさな子 どもにあわせた実験で、親 もとて も楽 しませて もらいま した。
留学生 の子 どもです が、 日本語がわか ります ので とて も書んで楽 しんでいま した。
シャーベ ッ トをつ くつてたの しかつたです。 ぼくはつがお もしろかった。
は じめは ヽキ ドキ したけれ どたの しかったです。
普段家では出来ないので資重な経験ができま した。去年 も参加 させて頂いたの
です が、子供 が去午 と比べ ものにならない くらい楽 しんでいま した。 (年中)
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IBク ラス :ド ライ アイ スで見 えない気体
離師 :石本裕樹、水 口民夫
たの しく、おい しい実験の連続 です。

焚)3階 301号 菫】
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iCク ラス :ド ライ アイ スでモ クモ ク研究
講師 :音 国澪元 、竹 内清和
たの しく、 ビック リ実験 の連続 で九
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室】
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おもな感な文 】
【
・ドライアイスを使 つて いろい ろなのみものでい ちばんびっ く りしたのは、
ジュース とプ ラックコー ヒーです。 ジュースだつた ら白いシュワシュ ワがでない
と思 うんだ けど、本 当はでるんだとはじめてきず きま した。 コー ヒー を使 うと
白い あわがでて きてび つ くりしました。 コー ヒーをの もうとして もあわがでて
きてせんせんの0ま せんで した。
なかなか さわれない物にさわつた り、 くもをつ くった りで きたの しかつたて規
たべた りのんだ りできるサー ビス、きゆうけい じかんに あめ くだ きるの も
よか つたと思います。 もけいやおはな しをつ くつて くだ さつたおかげてい ろんな
ことがわか りま した。赤バ ンツ くルが人の 目に見えるよ うになるのに 100
ち ょうこもあつ まらない といけないなんて しりませんで した.
さい しょは ぜんぜんわからない ことばか りだった けど どん どんわかってきて
楽 しく勉強することができた。
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￨【 Dク ラス :液体奎素であそぼ う。‑196℃

(於 )3階 303号 室】

師 :知 中真―、宮本明弘
液体チ ッソを使 つて冷 たい世界 を体軋 思わず身を乗 り出 して しま う
もしろい実験です
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おもな感想文】
【
えきたい ちっその中に指をいれてみた。
ちょつ とピツクとしたけ どお もしろか った.
水みたいだか ら指はぬれ るだろ うと思 つて
いたけれ どぬれなかった。 ほかにも液体に
花をいれ て ぐち ゅつ とす るとパ ソ′ヾリッと
花び らが くだけて しまいま した。
液体にゴムボール を入れて上か らおす と
ボ ンとわれたので ビック リした。
今 日の実験 の ことを自由研究にだ して
1位 もらいます。
ちっそ さんそのことわかた。それに
お も しろかつた。 シャーベ ッ トは
ドライ アイスで作 るよりなめらかで
おい しかつた。
えきたい空気 の色 がきれいだつたです
い ろんな実験 にびっ くりしま した
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【Eク ラス :ビ ックリ ! 水の表面の研究 (公 )3階 3o4=室
】
講師 :岡 田和成、森下貴夫
ビックリおもしろ実験で赤バ ンツ君=水 分子の活用を楽 しく研究 しま九

おもな感想文】
【
水の表面につ いてあま りしらなかつたのでお しえて もらつて とて もよかつた。
一 円玉 を うかせ ると 2ま いだ とくっついた り 3ま いだとこかつけいになる
ことがびっ くりしました。い えで もやつてみ よ うとおもいま九
前を見なが ら自分で実験 しなが らだったのです ごく分か りやす く 楽 しかつた
で九 学使の 自由研究に使います。 また来年 もきま九
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水に一 円玉をいれるのに 23枚 も入 つたか ら
びっ く りした。水 を´ンしるものによって 検
か らの見 え方がちが うか らお も しろかつた。
の よそ うが外れたの も あたつたのも
P.3題
あつたけど楽 しか つたです。5円 工の レンズを
家で作 ろ うとお もいま九
水 といぅばいふれあえて楽 しかつた。 もつ と
実験 をして理料 を好 きにな りたい。
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【Fク ラス :お りぞめ教菫 (バ )3階 306号 室】
本格的な染料を使 つて お りぞめ体験 ! 色 の美 しさに感動
量後 は素敵な作 品つ くりで九 参加者 30名

高松英津子
,

お もな感な文】
【
お りぞめを 6種 類 にわけて教 えて
下 さり 違いがわか り 大変勉強に
な りま した。子 ども達 も出来 る模様
をフクフク楽 しみに しなが ら染 めて
いる様子が よくわか りま した。
周 りに 『ええでしょう?』
『ええねえ』 とお話 しす るこ とを
教 えて下 さり お友達の ものからも
勉強 してい る様子が良か つたと思いま九
本当に楽 しくあ りが と うございま した。
うちわ と ふ うと う を4つ て、色 も
きれい なのを作れて うれ しかつたて九
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於)3階 300■ 室】
ICク ラス :煮 干 しの解割 教重
〈
講師 :中鳴奥子、麦倉みゆき
日でも口でも味わいつ くす煮干 しの解割で九 楽 しいおどろきの時間です。
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おもな感想文 】
【
煮干 しは、人 とよく体 の構造が似ていると思いま した。
こ とをたいけん して楽 しかつたです。
煮千 しの解割を して楽 しかつた し、 どこに
しんそ うがあるのか も分 りま した。 知 らない
ことた くさん知れてよかつたで九
自由研究に も書 きたいです。
I干 しに筋肉があつたなんてお どろき
まさ￨・
ま した。 この煮千 しの解割 を 自由研究にす る
つ も りなので ここまで知れ て うれ しかつた
し、筋肉が食べれ ておい しかつたので うま く
まとめられると思います。
いわ しに の うとしルぞ うがあつたとは
び つ くりしま した。
魚 は人 とはちが うところばか りと思 つていた
´
けれ ど 人 と同 じ所 もた くさんあって
び つ くりした。

たいけんできない
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6年 な ら a9,2QOp

●木 つ端細工 0割 りば し鉄砲 0と びだすブ ンブ ンゴマ ●パ クパ ク人形
● Pl盤ゴマ ● はねガエル ●ス トロー ジェ ッ ト 0ふ わふわ トンボ ●矢車草
● くるくるクラグ ●キラキラスライ ム ●パ ラパ ラ提灯 ●ス トロー トンボ
0紙 皿廻 し 0パ ソコンお絵か き教室 ●デ ジカメで写そ う ●マジ ックシ ョウ
●大道お りぞめ 0パ ラバ ラ提灯 他
◎ 自由研究相談 コーナー

