
青少年のための
科学の祭典

青少年のための

2016 徳島大会　開催

目的

子どもたちが自分で触れたり ,

自分で作って動かして楽しむ

科学体験 ,科学工作などを通じて

科学のおもしろさ ,

発見のよろこび ,

もの作りの楽しさを

体験していただきます .
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阿南市科学センター

体験館 1階 ,2 階

及び天文館

会場会場
参加参加

すべて無料です。

科学工作で作った作品は

　持ち帰りできます。

内容内容内容
☆実験･工作ブース（26 日・27 日）☆

徳島県内の理科の先生や企業の専門家が

楽しい実験・工作・観察展示のブースを出展します。

☆記念講演会（26 日のみ）☆

詳しくは 10 月上旬に配布予定のチラシや、

科学センターのホームページをご覧ください。

科学の祭典
青少年のための

科学の祭典

※この催しは、 「子どもゆめ基金 （独立行政法人国立青少年教育振興機構）」 の助成を受けて行うものです。

主催 青少年のための科学の祭典徳島大会実行委員会
※この催しは、 「子どもゆめ基金 （独立行政法人国立青少年教育振興機構）」 の助成を受けて行うものです。

楽しく学ぼう♪

楽しく学ぼう♪

みんなで作って

主催 青少年のための科学の祭典徳島大会実行委員会
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お　も　し　ろ

科学実験

参加費無料。予約不要。
実施時間中ならいつでもご自由に参加できます
午前の部 10:00 ～ 11:40・午後の部 13:30 ～ 15:30
幼児から参加出来る楽しい科学工作を行います

わ く わ く 科 学 の 広 場わ く わ く 科 学 の 広 場

毎回テーマを変えて

子どもから大人まで

楽しめる実験を行います。

参加費無料。予約不要。約 30 分。時間が来ましたらご自由にご参加ください
午前の 11:00 ～と午後の 14:20 ～の２回

毎回テーマを変えて
子どもから大人まで
楽しめる実験を行います。

11 月10 月9 月

9 月 10 月

風せんシリーズ　PART2 !

サイエンスマジックを楽しみましょう。

3日

(土)

風せんで科学しよう(II)

2つの液を混ぜます。はじめは無色透明ですが、

しばらくしてから突然色が変わります。

4日

(日)

突然青になる：身近なもので時計反応

バランストンボ、落ちないコインなどいろいろな

ものの不思議な重心のつりあいを調べます。

10日

(土)

ゆらゆら落ちない？ユニークやじろべえ

紫外線は目に見えません。紫外線を出すブラックライトの光を当てると見えなかった

ものが見えてくることがあります。いろいろなものに当てためしてみましょう。

11日

(日)

紫外線で見える世界

モーターやゴムなどの動力を使わないで坂道を下りる人形の

作り方を紹介します。発展させるとエコロボットができるかも。

17日

(土)

トコトコおもちゃの作り方

風は科学にいろいろ活用されています。

風洞実験などを含め、風で科学しましょう！

18日

(日)

風のはたらき（Ⅰ）

ゴムは熱を加えると縮みます。おもちゃや

輪ゴムエンジンで、この性質を見てみよう。

24日

(土)

ふしぎ物質ゴム

サイフォン原理を利用した
色々な実験をします。

25日

(日)

サイフォン原理を使って

参加費無料。予約不要。約 30 分。
時間が来ましたらご自由にご参加ください
午前の 11:00 ～と午後の 14:20 ～の２回

船やアメンボ、１円玉などを浮かべ
表面張力のはたらきについて考えます。

1日
(土)

ショウノウで船を走らせよう。表面張力って

春に楽しんだネイチャーゲームを、また秋にもしましょう！

科学センター周辺の自然の中で遊んでみましょう。

2日
(日)

ネイチャーゲームをしよう（秋編）

銅に亜鉛めっきをすることで、

「銅を銀に変え、さらに金に変えよう」

8日

(土)

錬金術にチャレンジ

丸くないのにゆれない車輪、だ円の焦点の秘密。

自然の中にあるいろいろな形の不思議にせまります。

9日

(日)

いろいろな形の不思議

地震についてや、もしもの時に役立つ

防災に関する実験を行います。

15日

(土)

防災を科学しよう

アルミニウムは、磁石につきません。しかし、磁石を速く動かすとアルミ

ニウムは磁石に引き寄せられます。不思議ですね。なぜだろう。

16日

(日)

アラゴの円盤の実験をしよう

野草の押し花をレンジで作る第二弾です。秋の野草を

科学センター周辺で観察し、しおりにしましょう！

22日

(土)

レンジで押し花を作ろう！

もわもわ～っとふくれて、ふくれたまんま
になる、発泡ポリウレタンで遊ぼう。

23日

(日)

もわもわ～！発泡ポリウレタン

種子を遠くへ運ぶためのしくみを

モデルをつくって調べます。

29日

(土)

空飛ぶ種子のしくみをさぐろう

大気圧と表面張力の実験をしよう

コップに水を入れ逆さまにしてもこぼれない実験や１円

玉や針金で作ったアメンボが水に浮く実験をします。

30日

(日)

「音を見てみよう」の第二弾です。
今度は機械を使って音を見てみましょう。

12日

(土)

音を見よう（PART 2）

ペットボトルの船体にバブと湯を入れて、
発生する気体の力で船を走らせます。

6日

(日)

進め！バブジェット船

IHヒーターの上にドーナツ型に切ったアルミホイルを乗せスイッチを

入れるとアルミホイルがUFOのように浮かび上がります。なぜだろう。

13日

(日)

IHヒーターでアルミホイルを浮かせよう

光の反射や屈折、スペクトルを
目で見てたしかめよう。

19日

(土)

光について調べよう

20日

(日)

風のはたらき（Ⅱ）

5日

(土)

スーパーボールとストローを使って、

高く飛ぶロケットを作ろう。

19日

(月)

ジャンプロケットを作ろう

ぶんぶん回すとセミやカエルの鳴き声の

ように音が鳴る,セミ笛を作ろう。

22日

(木)

セミ笛を作ろう

風のはたらきを科学にいかした、いろいろな
活用を紹介します。風を科学しましょう！

  ゲゲゲの鬼太郎に出てくる一反木綿の小さな凧を
作ります。ゆらゆらゆれて、よく揚がります。

とても軽い発砲スチロールペーパーを使って

浮かぶように飛ぶ鳥を作ります。

10日

(月)

一反木綿のミニ凧を作ろう
3日

(木)

フワフワ鳥を飛ばそう

ペットボトルを切ったリングをバネにして

ロケットを作りましょう。

23日

(水)

リングロケットを作ろう

逆立ちゴマはなぜ逆に回る？

コマを通して、重心について調べてみよう。

重心の不思議

11 月



ＮＡＳＡの探査機『ニューホライズンズ』によって、初めて詳細な探査が
始まった冥王星。
しかし、冥王星があるのは太陽から遠く離れた遥かかなた、14 等級という暗さのため肉眼
では見る事ができません。
科学センターの大型望遠鏡で冥王星が見えるかどうか、チャレンジしてみましょう！

　　特別講師　　国立天文台 /RISE 月惑星探査検討室　　教授　　並木 則行 氏　

　　　　　　　　　　　　演題　『人類がまた月に降り立つまで』　

　　月は人類にとって最も身近な天体です。月の運動が海の満潮干潮を引き起こして
　　地球上のあらゆる生命体に強い影響を与えています。月惑星科学の成果をもとに
　　惑星が生まれた壮大なストーリーと、月と地球の誕生秘話についてお話しましょ
　　う。人類が再び月に降り立つための準備がもう始まっています。

参加費　大人３００円　高校生２５０円　小中学生２００円　幼児無料

事前予約は不要です。当日、開始時間までにンターへお越し下さい。

悪天ⅡきⅡ２２2 候の場合は中止となります。判断のつかない場合は、イベント当日の

17 時以降に科学センターまでお問い合わせ下さい。

月 月9 11月 月9 11～～

　　特別観望イベント　　
月 月9 11月 月9 11～～

　　特別天文イベント

　　　　『宇宙の日記念　～作文絵画コンテスト ・ フェスティバル～』

　　今年は 「宇宙とわたし」 をテーマに多くの作文 ・ 絵画が科学センターによせられました。

　　見事入賞した作品の表彰式と特別講師による記念講演会を行います。

　　天文グッズ抽選会、 お月見観望会など盛りだくさんの催しがあります。

　　　　　　９月 17 日（土）
　　　　時　間 :１８時００分～　受付開始

　　　　　　 ①１８時４５分～　コンテスト表彰式

　　　　　　 ②１９時００分～　記念講演会

　　　　　　 ③２０時００分～　天文グッズ抽選会

　　　　　　 ④２０時４０分～　お月見観望会

　　　　　　　 ２１時３０分　　終了

　　　　場　所：阿南市科学センター　体験館２F　観察実験室

　　　　　　　　　　　（観望会は天文館で行います）※悪天候の場合中止

　　　　対　象：どなたでも（観望会は保護者同伴でお願いします）

　　　　抽選券：天文グッズ抽選券は先着５０名（小中学生が対象）18：45 までに

　　　　　　　　受付にて配布いたします。

　　　　参加費：無料

　　　　申込み：不要。開始時間までにおこしください。

　　　　　　　記念講演会



阿南市科学センター
〒779-1243　徳島県阿南市那賀川町上福井南川渕 8-1
電話　0884-42-1600　　　FAX　0884-42-3652
電子メール　   science@ananscience.jp
ホームページ　http://www.ananscience.jp/science/
開館時間　　　９：３０～１６：００
休館日　　　　毎週月曜日 ( 祝日の場合は翌日 )、年末年始 (12/29 ～ 1/3)

定期の天文イベント定期の天文イベント

大型望遠鏡による
　　　定期の夜間天体観望会

デジタルプラネタリウム

大型望遠鏡による
　　　定期の夜間天体観望会

デジタルプラネタリウム

113 ㎝大型望遠鏡による定期の夜間天体観望会を行っています。

当日に良く見える天体を係員がご案内させていただきます。

夜間天体観望会の開催日時、 参加方法など詳細は以下の通りです。

エアドームを用いたプラネタリウムの投映を行います。
この時期に見られる星空などを見ていただきます。
開催日時、 参加方法は以下の通りです。

開催日    ： 毎週土曜の夜間　( 天候が悪い場合は中止となります )

開始時間 ： ①19:00 ～　②20:00 ～　③21:00 ～　1 日 3 回開催 （11 月より 18 ： 00 ～ 19 ： 00 ～ 20 ： 00 ～）

定員       ： 30 名

参加方法 ： お電話か、 阿南市科学センターのホームページからご予約をされた上でご参加ください。

　　　　　　　 ご予約無しで来られた場合、 余裕があればご参加いただけますが、 定員に達していた場合

　　　　　　　 お断りさせていただく事がございます。

参加料金 :　大人 300 円　高校生 250 円　小中学生 200 円　幼児無料

投映日時 ： 土曜日･日曜日･祝日　 ①13:30 ～　　②15:00 ～ 1 日 2 回上映

参加方法 ： 当日受付にて無料整理券をお受け取りの上、 開始時間までにお越しください。

定員　　　 ： ３０名

　　　　　特別観望会　夜空の宝石・ダブルスターを観察しよう！
　　　　　　　　10 月９日（日）　18：30 ～ 20：30

　　大型望遠鏡で宝石のようにきらめくダブルスター（二重星）を見てみよう！

○場　所　天文館

○対　象　小学生以上（小中学生は保護者の同伴必須）

○参加費　大人３００円　高校生２５０円　小中学生２００円　幼児無料

○申込み　不要（開始時間までお集まりください）

※悪天候時は中止。（17：00 に実施可否を判断します。）

　　天候が曖昧な場合はお問い合わせください。

　　　　　　工作教室　マイ望遠鏡を作ろう！
　　　　　　　　11 月１３日（日）　17：00 ～ 20：00

　　天体望遠鏡にまつわるお話しを聞き、自分だけの望遠鏡を組み立ててみよう！

　　そのあと実際に自分の望遠鏡で月や星を観察してみよう！

○場　所　体験館 2F　観察実験室

○対　象　小学３年生～中学３年生のお子様（保護者の同伴必須）

○参加費　２０００円（工作・教室代金）　※保護者無料

　　※募集期間終了後のキャンセルにつきましてはキャンセル料（２０００円）を頂きます。

○申込み　お電話にてお申込みください（募集期間：10/1 ～ 10/28）

○定　員    15 組 30 名程度（先着順）

○持ち物　カメラ三脚（望遠鏡固定用）

　　※悪天候時、観望会は中止になります。　
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