
平成 29 年度 7 ～ 8 月の催し物のご案内
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科学科学センター

昆虫コース

観察や実験・科学体験・選択工作

昆虫コースと植物コースに分かれて、
観察・採集・標本作り

昆虫・植物標本の仕上げ

だより

★1日目　7月 29 日 ( 土 )

★3日目　8 月 19日（土）昆虫コース

★2日目　7月 30 日 ( 日 )

3 日間かけて、 科学をたっぷり楽しみましょう！

対象　　：　3 日間とも参加できる小学 3 年生～中学生

定員　　：　50 名（先着順）

参加費　：　【昆虫コース】　2,500 円、【植物コース】　2,000 円

参加方法：　ホームページから、もしくは申込用紙

　　　　　　（阿南市内各学校より配布、ホームページにもあります）

　　　　　　にてお申し込みください。

募集期間：　7 月 1 日（土）～ 7 月 21 日（金）必着

　　　　　　※定員に達し次第、募集を終了します。
詳しくは募集チラシや
ホームページを見てね。

夏休み 藍染め体験教室
あい ぞ

科学センターで育てたアイの葉を使って、
藍染めのしくみを学びながら、ハンカチを染めてみよう！8 月 11 日 （金 ・ 祝）

時　間    （各回 50 分程度）

10 時～、 11 時～、

13 時～、 14 時～、 15 時～

定員　： 各回 10 名（藍染めをされる人数）

参加費： 200 円（同伴の方は無料）

サマーサイエンススクール

8 月 20 日（日）植物コース

★　小学生以下のお子様は必ず保護者同伴でお願いします。

★　汚れてもよい服装でお越しください。

★　当日事務室にて整理券をお求めください。

      　（9 時 30 分より配布開始）



月 月～7 8

●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）

         　　ご自身のカメラの操作ができる方

●定員　　30 名 ( 先着順）

●参加料　大人 300 円、高校生 250 円

　　　　　小中学生 200 円

●申込み　ホームページまたは電話にて。

　　　　　（7/1 より開始）

●持ち物　デジカメ（携帯やスマホは除く。）

※悪天候時は中止。（1８：00 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。

    

7 月 23 日 ( 日 )　19:30 ～ 21:30

「ペルセウス座」

星座早見盤を作り、夏の大三角を観察します。その後、

113 ㎝望遠鏡で土星などの観察を行います。

●場所　　体験館、天文館　 

●対象　　小学 3 年生～ 6 年生（保護者の同伴必須）

●定員　　各回 20 組 40 名程度 ( 先着順 )　　

●参加料　子供一人あたり 200 円（保護者無料）

●申込み　 ホームページまたは電話にて。　

　　　　　 （７/21 より開始）

※悪天候時は室内にて星座早見盤の製作・使い方の講習、

Mitaka（宇宙シアター）などの投映を行います。

（台風の場合は中止）

　　　       　　

8 月４日 ( 金 )、2０日 ( 日 )　
19:00 ～ 21:30　《希望日選択》

●場所　　 体験館、天文館

●対象　　 小学生以上

　　　　　 （小中学生は保護者の同伴必須）

●参加料 　大人 300 円、高校生 250 円

                  小中学生 200 円

●申込み　 不要（開始時間までに集合してください。）

※悪天候時は中止。（１8：００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。    

8 月 12日 ( 土 )　19:30 ～ 22:00

特別観望会

親子で楽しむ

特別観望会

天文館の展望デッキにてぺルセウス座流星群の観察
を行います。

8 月 27 日 ( 日 )　1８:30 ～ 21:０0

●場所　　　体験館、天文館

●対象　　　小学３年生～中学生（保護者の同伴必須）

●定員　　　20 組 40 名程度（先着順）

●参加料　　工作・教室代金 2000 円（保護者は無料）

●申込み　   ホームページまたは電話にて。

　　　　　　（7 /21 から８/13 まで）

●持ち物　　カメラ三脚（望遠鏡固定用）

※悪天候時は観望会は中止。工作は実施します。

※募集期間終了後にキャンセルした場合はキャンセル

料をいただきます。

工作教室

夏休み星空教室
デジカメで土星を撮ろう

ペルセウス座流星群を見よう！ マイ望遠鏡を作ろう！

四国最大の望遠鏡を用いて自分のカメラで土星を撮

影してみよう。

天体望遠鏡にまつわるお話を聞き、自分だけの望遠鏡

を組み立てて、月や星を観察してみよう。



もわもわおばけ、ウレタンくんで遊ぼう

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。

1５日

(土)

空気は力持ち

空気の力の強さで、重いものを
持ち上げられるかな？ためしてみましょう。

1６日

(日)

藍染めをカガクしよう

古くから私たちが愛した深い青、藍。
藍染めのしくみを化学で解き明かします。

21日

(金)

ブクブク潜水艦で遊ぼう

バブの力で浮いたり沈んだりする
おもちゃの潜水艦で遊ぼう。

１日

(土)
ろうそくや線香を使ったいろんな実験を
通して、空気の流れを楽しみます。

２日

(日)

植物の葉の気孔を観察しよう

ムラサキツユクサやツユクサなど
植物の気孔を顕微鏡で観察します。

８日

(土)

ペットボトルや空き缶で簡単にできる
楽器を作ってみましょう。

27日

(木)

28日

(金)

楽器を作って演奏してみよう

23日

(日)

光通信をしよう

光電池やLED，フォトトランジスタ，光ファイバー
などを使っていろいろな方法で光通信をします。

22日

(土)

竹を光らせてみよう

竹が本当に光るか調べてみよう。
かぐや姫ではないですよ。

９日

(日)

25日

(火)

アルコールの力でペットボトルを飛ばそう

ペットボトルに少量のアルコールを入れ、
空気とよくまぜ、火をつけて飛ばします。

日光を一点に集めて、高温を生み出そう。

26日

(水)

音を色々な方法で感じてみよう

音を聞いたり、目で見たり、音の実験観察
をしながら、音の性質を調べよう。                  .

30日

(日)

光の3原色できれいな色の影を作ろう

29日

(土)

ソーラービームでパワースポットを作ろう

磁石の力で回り続けるコマの実験をします。

永久ゴマの実験をしよう

赤，青，緑の光を物体に当て，その後ろにできるきれいな色の
影を観察しよう。なぜいろいろな色の影ができるか考えよう。

７月７月

6日

(日)

雨がふってきた！お知らせセンサーを作ろう

突然のにわか雨。雨を知らせるセンサーを
簡単に作りましょう。

5日

(土)

円形飛行機を飛ばそう

ペットボトル・紙などで円筒を作り、
回転させながら遠くまで飛ばします。

4日

(金)

音の不思議をさぐってみよう！

音の出る仕組みってどうなっているんだろう？
いろいろな方法でさぐってみよう。

1日

(火)

花火を楽しもう

超カンタンな鉄粉花火を作ったり、
花火の色のしくみを考えたりします。

波って何だろう

色々な種類の波について
その違いや共通点を探ってみよう。

3日

(木)

レンジでチン！して押し花を作ろう

電子レンジを使うと、カンタンに色あせの
少ない押し花が作れます。やってみよう。

2日

(水)

電源がなくても聞くことができる
簡単なラジオを作る実験をします。

13日

(日)

15日

(火)

簡単なラジオ作りにチャレンジしよう

9日

(水) 船を進ませるにはどうすればいい？
いろんなおもちゃの船で考えてみよう。

8日

(火)

偏光板で遊ぼう

偏光板で通り抜けられる壁を作ったり，偏光板を
回転させ文字を消したり見えたりする実験をします。

フネのいろんな進み方

10日

(木)

起き上がりこぼしを作ろう

身近なものを使って
起き上がりこぼしを作ってみましょう。

光の性質を利用して、
おもしろい実験をしてみよう。

12日

(土)

液体を使った実験を楽しもう
水のような液体が持つ性質を利用して
色々な実験をしてみよう。

17日

(木)

切れても聞こえるイヤホン

線が切れたイヤホンは，音を聞くことができません。線が切れた
イヤホンで音を聞くことができるようにする実験をします。
  

16日

(水)

光の不思議

８月８月

参加費無料。予約不要。時間が来ましたらご自由にご参加ください。
土曜日･日曜日 ( 祝日を除く )　１１:００～、１４:２０～の２回 、約３０分
夏休み期間中の平日 ( 休館日を除く )　１４:２０～の１回 、約３０分おもしろ科学実験おもしろ科学実験
※ ８/１５ ～ ８/１８ は　１１：００～ も行います。　　

18日

上昇気流があると何がおこるか調べよう

パソコンのソフトウェアを使ってみよう

パソコンのソフトウェアを使って自然現象
を分析したり、処理を楽しんだりしよう。 .

○○は急には止まれません○○は急には止まれません

衝突したものがどうなるのか，
調べてみましょう。

野菜の中のある不思議で
夏野菜が勝手に逃げていきます。
 

夏野菜が逃げた

(金)



〒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/
休館日　毎週月曜日 ( 祝日の場合は翌日 )、年末年始 (12/29 ～ 1/3)

大型望遠鏡による
　　　定期の夜間天体観望会
大型望遠鏡による
　　　定期の夜間天体観望会

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：19:00 ～　20:00 ～　21:00 ～　の一日 3 回

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、定員に余裕があればご参加いただけますが、満席の場合は

　　　　　お断りさせていただく場合がございます。

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

投映日時：毎週土曜日、日曜日　夏休み期間中の平日 ( 休館日を除く )　①13:30 ～　②15:00 ～　約３０分程度

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

参加料　：無料

22日

(火)

いろいろ色を作り出そう

よく見かけるものを燃やして
遊んでみましょう。

25日

(金)

キラキラ輝くクリスタル

水蒸気で雪の結晶を作ったり、尿素の結晶で
花を咲かせたり。結晶を楽しみましょう。

19日

(土)

表面張力のふしぎを実感しよう

水がボールのように丸くなることから、
表面張力のふしぎをいろいろな実験から考えます。

20日

(日)

牛乳からプラスチックを作ろう

牛乳にたくさん含まれるタンパク質、カゼイン。
固めるとプラスチックになります。

24日

(木)

色々なモータを調べよう

モーターの原理や様々なモーターを使った
実験や工作をしよう。

26日

(土)

振り子の不思議を探ろう

23日

(水)

音の不思議をさぐってみよう！

音の出る仕組みってどうなっているんだろう？
いろいろな方法でさぐってみよう。

29日

(火)

27日

(日)

紙に秘められた驚きの力をためそう

紙を折り曲げたり、いろんな形を工夫する
ことにより、紙のパワーを実験で調べます。

飛行体の不思議

様々な形の飛行体を用いて、
飛行の原理を探ろう。

30日

(水)

衝撃！野菜＆果物ロケット

じゃがいもやにんじんに含まれる酵素で
化学反応を起こし、ロケットを飛ばします。

31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

磁石の性質を利用したおもちゃを作ろう

磁石の引く力や反発する力を利用した，
簡単なおもちゃの作り方を紹介します。

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。

定期観望会に参加ご希望の方は事前にご予約をお願いいたします。

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。

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：19:00 ～　20:00 ～　21:00 ～　の 1 日 3 回

定員　　：各回 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、定員に余裕があればご参加いただけますが、満席の場合は

　　　　　お断りさせていただく場合がございます。

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

デジタルプラネタリウムデジタルプラネタリウム 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天体などを見ていただきます。

エアドームを用いたプラネタリウムの投映を行います。

見頃の星座や惑星などの、お話を聞くことができます。

投映日時：土曜、日曜、祝日　 夏休み期間中の平日 ( 休館日を除く )　① 13:30 ～　② 15:00 ～　約 25 分程度

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　　：各回 20 名

参加料　：無料

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実験を行います☆

7/17

 （月）

光の全反射を利用して，見えたり見えなかったりする

カードを作ります。水の中に入れると見えなくなり，

水から出すと見える不思議なカードです。

　　　　　　　

阿南市科学センター

(木)

自分の好きな振り子を揺らして遊びましょう。

光の全反射カードを作って遊ぼう　　　　　
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