
科学こもの作ιlフェスティバ

午前中は、8ク ラスで仮説科学実験、楽しくフクフクの連続でした。

午後からは、木つ端細工、パソコンお絵かき教室や種々のものづくり (伝承玩具 ¨ )

を楽しみました.受 講生 186名 、ほぼ同数の保護者、高大関係者合せ 参力,者約
500名 で  「会場は子ども達の笑顔が漆れる楽しいイベントJに なりました。

ぼう (於 )7階 なにわの宮ホール】

のしくおぃしい実験の連続で九
_ヽ_ ' 
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くAク ラス 感想文 (抜粋)>
全部楽しかったで九  ドキドキしました。
シャーベットおいしかったです。
ぼくはせんぶたのしかったです. ドライ
アイスジュースのんだのが、シャーベット
つくつて たべたのがたのしかつたです。
またしっけんあつたらきたいで九
はじめての参力1でしたが、子どもがすごく

楽しくドライアイスとふれあつていました。
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IBク ラス :ドライアイスτ見え0い気体

講師 :水口民夫、詢 1真司

たのしく、おいしい実験の連続t

(焚)3階 302号 室】

くBク ラス 感想文 (羨粋)>

ドライアイス ノスでつぱうがたのしかつた。

おうちでもシャーベットやりたいです。

ドライアイスでシャーベットがつくれて

ふしぎです。

人がもえなくつてびつくりした.
じっけんたのしかつたです.

じつけんをいえでやりたいて九
じっけんをやるのをきおつけま九

けがをしないようにきをつけます。
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【Cク ラス :ドライアイスてモクモク研究 〈災)3階 303=室 】

講師 1石本祐樹、竹内流和

中高学年月実験、たのしく、ビックリ実験の連続t

くCク ラス 感な文 (抜粋)>

ドライアイスについての不思議が楽しく

わかりやすく知ることができて良かつた。

説明もわかりやすくて 実験も面白かつた。

入れたので 油がこおつておもしろかった

です。シャーベットもしやりしやりで

おいしかつたです。また来ます。

お酒やジュースやコーヒーには水をふくんでいる

から白いものがでてきていて、油には水がぶくま

れてないのでしろいものが出てこないとわかり

ました。休み時間にあめを食べれて 最後に

シャーベット食べれたのがうれしかつた。

ドライアイスのモクモク、油のときは

私たちのグループは ドライアイスを3つ も



コーヒーにドライアイスをいれた実験が

一番楽しかつた。あわみたいなものが出て

きておもしろかつた。一番おどろいた実験

は ドライアイスで雲をつくつたことで九

見ているだけだつたけど不思議だつたです.

ドライアイスでいろいろな実験ができる

のがすごいと思つた。コーヒーのめちゃ

あわがでるやつて とてもこうふんして

おもしろかった。

ドライアイスの力でコップがとぶのがおもしろ,フ 4′ ィ ン

鶴
かった。
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【Dク ラス :腋体童泰であ

“

う -196℃ の世界  〈於)3階 304号 室1

講師 :畑中真―、中嶋典子

液体チンソを使つて冷たい世界を探検。思わず身を乗り出してしまう

おもしろい実験で九

くDク ラス 感想文 (抜粋)>

液体チッンの問題は、けoこ う簡単でした。
-196度 の中に ゆびを1秒 いれても何とも

ならないのがびつくりしました。

気体や個体、液体のことがよくわかつてよかつた

し 風船も小さくなることがわかりました。

液体窒素に葉つばをいれたら、かれた葉つぱ

みたいにパリパソになって、花を入れたら少し

かたい花みたいになつて、ぶつ うの花ではない

感じになると思う。液体奎来の中に入れた

酸素は青く●_水 みたいになつてとてもきれい

だった。二翻 ヒ炭素を入れて ドライアイスに

なったのはビックリした。

空気や酸素などは液体に 二劇 ヒ炭素は個体

に変化することがわかりました。すごく

おいしいシャーベットでした。
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IEク ラス :かがやけ10円 玉 〈於)3階 305号 室】

講師 :岡日和成、森下責夫
10円 玉を使つて化学実験 ,『あら不思議、どうして?』 を体験する楽しい実験

くEク ラス 感想文 (抜粋)>

初めはどれもきれいになると思つたけど 水と塩

だけではきれいにならないことがわかった。

予想をたててから実験したから楽しかつたし

分りやすかつた。 10円 玉をきれいにしたことが

なかつたからおもしろかつた。

もともと科学が好きで、今日の授業で10円 玉を

きれいにするのがおもしろかった。ケチャップや

マヨネーズは ∫すJや 「塩Jが 入っていて、

この2つ て10円 玉がきれいになることが ~

とてもおもしろかつた

塩とすつばい物をませるだけで10円 エ

の色が変わることがすごいと思いました。

なのに塩だけではきれいにならなくて、

すつばい物だけでも にんのちょっとしか

かわらなかつたのでおどろきました。

家でもつときれいにしてみたいです。

酸だけで汚れはきれいになると思つて

いたが、塩も必要だと、わかりやすい

実験と説明で理解できました。

10円 工がきれいになるのとならないのが

あつたけどとても薬しくてよくわかつて

たのしかつたです。ちがう実験もや りたい

です。ほかのこともいつぱいやつて

しゃかいにでたときにしあわせにすごし

たいです.

‐●●
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【Fク ラス :不思議体験 1 おりぞめ教室

講師 :高松真津子、

本格||な染料を使つて おりぞめ体験 !

(於)3階 306=壼 】

色の実しきに感動 !

6枚 の和紙を使つて 異なった染め方で

それぞれの模様の違いを楽 しみました.

たまご形の和紙をいろいろな折り方で染める

と、とても愛らしいものができました。
「目Jを つけたら よリユニークなものに

出来上がりました。

染めた6枚 の内、気に入つたもの2枚 を選び、
「うちわ」をつくりました。

又 『クリアファイル」もつくりました。
くFク ラス 感想文 (抜粋)>

きょう、おりぞめ実験でいろいろな色のかみ

ができてうれしかつたで九 みルなと仲良く

なつて、とでもとても楽しかつたです。
いつばい作ればもつともつときれいになつた

から、いいと思います。

もう一回やりたいから、またやりたいです。

【Gク ラス :光の不思議とエコカメラ作り

講師 :佐藤和次、麦倉みゆき
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(於)3階 301=菫 】

エコカメラ作りの前に、光の原理 ・不思議を楽しく実臨 自由研究にもピッタリ。

くFク ラス 感想文 (抜粋)>
エコカメラは、牛にゅうパックで作る事が

できたので、びつくりしました。はじめて

むしめがねで外のけしきを見ると上下が反

対になっていて、その事もびつくりしたり

おどろいたりしました。おもしろかつたです。

カメラづくりがおもしろかつたで九

しょうてんとかがよくわかつてたのしかつた。

またきたいとおもつた。
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ぼくは、ふだん反しやなどを気にしていなかったけれど、この実験て電灯の形のまま

光が写し出されたり 月の光をあつめることも、初めて魚ることができました。
エコカメラが完成 した時は すごく達成感がありました。
エコカメラを作つてみると 牛乳のパックも使 うから、さいしょはおどろいたけど、

どんどん作つていつてみると、形がどんどんととのってきたので楽しくなつてきました。

さいごに虫めがわをそのままつけるので、もう一回おどろいて、さいごで完成したから

さかさまにみえたからおもしろかったです。

:講 師 :音口輝元

1 低学年から原子

【Hク ラス:もしも原子が見えたなら 〈於)3階 308=室 】

・分子をたのしくイメージ ! 模型を作って科学好きになろう。
ヽ 「   「~

くEク ラス 感想文 〈抜粋)>

げんしのことや分子ことがよく分かった.た のしかったのでまたやってみたいて九

原子をみることができる 「けんびきょうJを つくりたいとおもいました。

日の中の空気がけつこう分つてきました。きけんなこともあるので、これからの日本

|まじゅうぶルに気をつけたいで九

日に見えない原子1ま、こんなに多くて、速さも

ちがつていて いろんなことについて分りました。

もけいをつくつたり、いろいろの知らない事を

知つたりできて たのしかつたです。日本でも

どれだけ見つかつたのか、そしてはじめてみつ

かったのはいつかなども知りたいて丸

目に見えないものがいっばいありました。
「ちっそJや ほかにも 「100Jこ ぐらい

あると言うのをはじめてしりました。

フ
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回転木馬、 UFOコ マ
ふ―ふ―ボール、 キツツキ

4枚 羽根の竹 トンボ

くるくるつばめ


