
教室の様子（村山市立戸沢小学校第教室の様子（村山市立戸沢小学校第教室の様子（村山市立戸沢小学校第教室の様子（村山市立戸沢小学校第2学年）学年）学年）学年）

段ボール空気砲作り・体験段ボール空気砲作り・体験段ボール空気砲作り・体験段ボール空気砲作り・体験

牛乳パックブーメラン牛乳パックブーメラン牛乳パックブーメラン牛乳パックブーメラン

平成３０年６月２日（土）平成３０年６月２日（土）平成３０年６月２日（土）平成３０年６月２日（土） ９：３０～１２：００９：３０～１２：００９：３０～１２：００９：３０～１２：００

担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津 謙一謙一謙一謙一

参加者：児童等２６名、保護者等２５名参加者：児童等２６名、保護者等２５名参加者：児童等２６名、保護者等２５名参加者：児童等２６名、保護者等２５名 計５１名計５１名計５１名計５１名



教室の様子（村山教育事務所）教室の様子（村山教育事務所）教室の様子（村山教育事務所）教室の様子（村山教育事務所）

手品師になろう（落ちない手品師になろう（落ちない手品師になろう（落ちない手品師になろう（落ちない10円玉など）円玉など）円玉など）円玉など）

紙とハサミで遊ぼう、元気に遊ぼう（紙とハサミで遊ぼう、元気に遊ぼう（紙とハサミで遊ぼう、元気に遊ぼう（紙とハサミで遊ぼう、元気に遊ぼう（PETボトルを飛ばそうなど）ボトルを飛ばそうなど）ボトルを飛ばそうなど）ボトルを飛ばそうなど）

平成３０年６月６日（水）平成３０年６月６日（水）平成３０年６月６日（水）平成３０年６月６日（水） ９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０

担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤 まり子まり子まり子まり子

参加者：放課後児童クラブ指導者等参加者：放課後児童クラブ指導者等参加者：放課後児童クラブ指導者等参加者：放課後児童クラブ指導者等 ４１名４１名４１名４１名



教室の様子（置賜教育事務所）教室の様子（置賜教育事務所）教室の様子（置賜教育事務所）教室の様子（置賜教育事務所）

空気と遊ぼう（ペーパージャイロ、ピンポン玉を浮かそうなど）空気と遊ぼう（ペーパージャイロ、ピンポン玉を浮かそうなど）空気と遊ぼう（ペーパージャイロ、ピンポン玉を浮かそうなど）空気と遊ぼう（ペーパージャイロ、ピンポン玉を浮かそうなど）

水と遊ぼう（水レンズ、水がもれないビニール袋など）水と遊ぼう（水レンズ、水がもれないビニール袋など）水と遊ぼう（水レンズ、水がもれないビニール袋など）水と遊ぼう（水レンズ、水がもれないビニール袋など）

平成３０年６月８日（金）平成３０年６月８日（金）平成３０年６月８日（金）平成３０年６月８日（金） １０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０

担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤 まり子まり子まり子まり子

参加者：放課後児童クラブ指導者参加者：放課後児童クラブ指導者参加者：放課後児童クラブ指導者参加者：放課後児童クラブ指導者 ２８名２８名２８名２８名



教室の様子（上山市立上山小学校第教室の様子（上山市立上山小学校第教室の様子（上山市立上山小学校第教室の様子（上山市立上山小学校第4学年）学年）学年）学年）

空気砲実演、液体窒素の科学空気砲実演、液体窒素の科学空気砲実演、液体窒素の科学空気砲実演、液体窒素の科学

偏光板を使った光と色の不思議偏光板を使った光と色の不思議偏光板を使った光と色の不思議偏光板を使った光と色の不思議

平成３０年６月１０日（日）平成３０年６月１０日（日）平成３０年６月１０日（日）平成３０年６月１０日（日） １０：００～１２：００１０：００～１２：００１０：００～１２：００１０：００～１２：００

担当インストラクター：加藤担当インストラクター：加藤担当インストラクター：加藤担当インストラクター：加藤 智一智一智一智一

参加者：児童等５２名、保護者等４６名参加者：児童等５２名、保護者等４６名参加者：児童等５２名、保護者等４６名参加者：児童等５２名、保護者等４６名 計９８名計９８名計９８名計９８名



教室の様子（高畠町立糠野目小学校第教室の様子（高畠町立糠野目小学校第教室の様子（高畠町立糠野目小学校第教室の様子（高畠町立糠野目小学校第3学年学年学年学年PTA））））

液体窒素を使用した実験（バラの花を砕くなど）液体窒素を使用した実験（バラの花を砕くなど）液体窒素を使用した実験（バラの花を砕くなど）液体窒素を使用した実験（バラの花を砕くなど）

スライム作り、ペーパージャイロ作りスライム作り、ペーパージャイロ作りスライム作り、ペーパージャイロ作りスライム作り、ペーパージャイロ作り

平成３０年６月３０日（土）平成３０年６月３０日（土）平成３０年６月３０日（土）平成３０年６月３０日（土） ９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００

担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路 宏司宏司宏司宏司

参加者：児童等７５名、保護者等７４名参加者：児童等７５名、保護者等７４名参加者：児童等７５名、保護者等７４名参加者：児童等７５名、保護者等７４名 計１４９名計１４９名計１４９名計１４９名



教室の様子（十王地区コミュニティセンター）教室の様子（十王地区コミュニティセンター）教室の様子（十王地区コミュニティセンター）教室の様子（十王地区コミュニティセンター）

空気で遊ぼう（ペットボトルロケットなど）空気で遊ぼう（ペットボトルロケットなど）空気で遊ぼう（ペットボトルロケットなど）空気で遊ぼう（ペットボトルロケットなど）

真空を体験しよう（マシュマロが大きくなるなど）、離れない茶碗真空を体験しよう（マシュマロが大きくなるなど）、離れない茶碗真空を体験しよう（マシュマロが大きくなるなど）、離れない茶碗真空を体験しよう（マシュマロが大きくなるなど）、離れない茶碗

平成３０年７月８日（日）平成３０年７月８日（日）平成３０年７月８日（日）平成３０年７月８日（日） １０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０

担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤 まり子まり子まり子まり子

参加者：児童等２６名、保護者等６名参加者：児童等２６名、保護者等６名参加者：児童等２６名、保護者等６名参加者：児童等２６名、保護者等６名 計３２名計３２名計３２名計３２名



教室の様子（㈱バイパスホンダ）教室の様子（㈱バイパスホンダ）教室の様子（㈱バイパスホンダ）教室の様子（㈱バイパスホンダ）

魔法のシャボン玉、スライムを作ろう魔法のシャボン玉、スライムを作ろう魔法のシャボン玉、スライムを作ろう魔法のシャボン玉、スライムを作ろう

段ボール空気砲段ボール空気砲段ボール空気砲段ボール空気砲

平成３０年７月８日（日）平成３０年７月８日（日）平成３０年７月８日（日）平成３０年７月８日（日） １３：３０～１５：３０１３：３０～１５：３０１３：３０～１５：３０１３：３０～１５：３０

担当インストラクター：石澤担当インストラクター：石澤担当インストラクター：石澤担当インストラクター：石澤 強強強強

参加者：児童等３１名、保護者等１５名参加者：児童等３１名、保護者等１５名参加者：児童等３１名、保護者等１５名参加者：児童等３１名、保護者等１５名 計４６名計４６名計４６名計４６名



教室の様子（天童市立寺津小学校第教室の様子（天童市立寺津小学校第教室の様子（天童市立寺津小学校第教室の様子（天童市立寺津小学校第6学年）学年）学年）学年）

ドライアイスを使ったドライアイスを使ったドライアイスを使ったドライアイスを使った

サイエンスショー、ロケット発射実験、シャーベット作りサイエンスショー、ロケット発射実験、シャーベット作りサイエンスショー、ロケット発射実験、シャーベット作りサイエンスショー、ロケット発射実験、シャーベット作り

平成３０年７月１４日（土）平成３０年７月１４日（土）平成３０年７月１４日（土）平成３０年７月１４日（土） １３：３０～１５：００１３：３０～１５：００１３：３０～１５：００１３：３０～１５：００

担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路 宏司宏司宏司宏司

参加者：児童１４名、保護者等１４名参加者：児童１４名、保護者等１４名参加者：児童１４名、保護者等１４名参加者：児童１４名、保護者等１４名 計２８名計２８名計２８名計２８名



教室の様子（高畠町理科センター）教室の様子（高畠町理科センター）教室の様子（高畠町理科センター）教室の様子（高畠町理科センター）

・「ドライアイスの実験・ルミノール反応の実験」・「ドライアイスの実験・ルミノール反応の実験」・「ドライアイスの実験・ルミノール反応の実験」・「ドライアイスの実験・ルミノール反応の実験」

BTB溶液やフェノールフタレイン溶液など耳にしたことのある試溶液やフェノールフタレイン溶液など耳にしたことのある試溶液やフェノールフタレイン溶液など耳にしたことのある試溶液やフェノールフタレイン溶液など耳にしたことのある試

薬で、様々な色の変化などの実験薬で、様々な色の変化などの実験薬で、様々な色の変化などの実験薬で、様々な色の変化などの実験

・「水溶液の性質・物の温まり方・葉脈標本づくり」・「水溶液の性質・物の温まり方・葉脈標本づくり」・「水溶液の性質・物の温まり方・葉脈標本づくり」・「水溶液の性質・物の温まり方・葉脈標本づくり」

身近な日常生活の中にあるものを活用し、小学校理科で学ぶ内身近な日常生活の中にあるものを活用し、小学校理科で学ぶ内身近な日常生活の中にあるものを活用し、小学校理科で学ぶ内身近な日常生活の中にあるものを活用し、小学校理科で学ぶ内

容の実験容の実験容の実験容の実験

平成３０年７月２７日（木）平成３０年７月２７日（木）平成３０年７月２７日（木）平成３０年７月２７日（木） ９：１５～１１：５０９：１５～１１：５０９：１５～１１：５０９：１５～１１：５０

担当インストラクター：石井担当インストラクター：石井担当インストラクター：石井担当インストラクター：石井 実、石澤実、石澤実、石澤実、石澤 強強強強

参加者：小学校の教員等参加者：小学校の教員等参加者：小学校の教員等参加者：小学校の教員等 ４２名４２名４２名４２名



教室の様子（山形県教育庁文化財・生涯学習課）教室の様子（山形県教育庁文化財・生涯学習課）教室の様子（山形県教育庁文化財・生涯学習課）教室の様子（山形県教育庁文化財・生涯学習課）

水で遊ぼう（水レンズ、バブロケットなど）水で遊ぼう（水レンズ、バブロケットなど）水で遊ぼう（水レンズ、バブロケットなど）水で遊ぼう（水レンズ、バブロケットなど）

水について学ぶ（水の電気分解など）、ペットボトルロケット水について学ぶ（水の電気分解など）、ペットボトルロケット水について学ぶ（水の電気分解など）、ペットボトルロケット水について学ぶ（水の電気分解など）、ペットボトルロケット

平成３０年７月２８日（土）平成３０年７月２８日（土）平成３０年７月２８日（土）平成３０年７月２８日（土） １０：００～１２：００１０：００～１２：００１０：００～１２：００１０：００～１２：００

担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤 まり子まり子まり子まり子

参加者：児童等２０名、保護者等５名参加者：児童等２０名、保護者等５名参加者：児童等２０名、保護者等５名参加者：児童等２０名、保護者等５名 計２５名計２５名計２５名計２５名



教室の様子（山形市生活福祉課）教室の様子（山形市生活福祉課）教室の様子（山形市生活福祉課）教室の様子（山形市生活福祉課）

牛乳パックブーメラン、ゴム動力ヘリコプター牛乳パックブーメラン、ゴム動力ヘリコプター牛乳パックブーメラン、ゴム動力ヘリコプター牛乳パックブーメラン、ゴム動力ヘリコプター

光の不思議、ドライアイスで遊ぼう光の不思議、ドライアイスで遊ぼう光の不思議、ドライアイスで遊ぼう光の不思議、ドライアイスで遊ぼう

平成３０年７月３０日（月）平成３０年７月３０日（月）平成３０年７月３０日（月）平成３０年７月３０日（月） ９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００

担当インストラクター：鈴木担当インストラクター：鈴木担当インストラクター：鈴木担当インストラクター：鈴木 秀明秀明秀明秀明

参加者：児童等９名、保護者等１４名参加者：児童等９名、保護者等１４名参加者：児童等９名、保護者等１４名参加者：児童等９名、保護者等１４名 計２３名計２３名計２３名計２３名



教室の様子（山口児童クラブなでしこ）教室の様子（山口児童クラブなでしこ）教室の様子（山口児童クラブなでしこ）教室の様子（山口児童クラブなでしこ）

万華鏡作り、浮沈子作り万華鏡作り、浮沈子作り万華鏡作り、浮沈子作り万華鏡作り、浮沈子作り

平成３０年７月３１日（火）平成３０年７月３１日（火）平成３０年７月３１日（火）平成３０年７月３１日（火） １３：３０～１５：１５１３：３０～１５：１５１３：３０～１５：１５１３：３０～１５：１５

担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津 謙一謙一謙一謙一

参加者：児童３６名、保護者等５名参加者：児童３６名、保護者等５名参加者：児童３６名、保護者等５名参加者：児童３６名、保護者等５名 計４１名計４１名計４１名計４１名



教室の様子（かりがね児童クラブ）教室の様子（かりがね児童クラブ）教室の様子（かりがね児童クラブ）教室の様子（かりがね児童クラブ）

身近なもので遊ぼう、水と遊ぼう身近なもので遊ぼう、水と遊ぼう身近なもので遊ぼう、水と遊ぼう身近なもので遊ぼう、水と遊ぼう

真空の不思議、ペットボトルロケットを飛ばそう真空の不思議、ペットボトルロケットを飛ばそう真空の不思議、ペットボトルロケットを飛ばそう真空の不思議、ペットボトルロケットを飛ばそう

平成３０年８月７日（火）平成３０年８月７日（火）平成３０年８月７日（火）平成３０年８月７日（火） ９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０

担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤 まり子まり子まり子まり子

参加者：児童等３７名、保護者等４名参加者：児童等３７名、保護者等４名参加者：児童等３７名、保護者等４名参加者：児童等３７名、保護者等４名 計４１名計４１名計４１名計４１名



教室の様子（上山市立上山児童館）教室の様子（上山市立上山児童館）教室の様子（上山市立上山児童館）教室の様子（上山市立上山児童館）

空気砲、浮沈子おもちゃ、スライム作り空気砲、浮沈子おもちゃ、スライム作り空気砲、浮沈子おもちゃ、スライム作り空気砲、浮沈子おもちゃ、スライム作り

平成３０年８月９日（木）平成３０年８月９日（木）平成３０年８月９日（木）平成３０年８月９日（木） １０：００～１２：３０１０：００～１２：３０１０：００～１２：３０１０：００～１２：３０

担当インストラクター：石澤担当インストラクター：石澤担当インストラクター：石澤担当インストラクター：石澤 強強強強

参加者：児童等５４名、保護者等５名参加者：児童等５４名、保護者等５名参加者：児童等５４名、保護者等５名参加者：児童等５４名、保護者等５名 計５９名計５９名計５９名計５９名



教室の様子（山形県農業総合研究センター）教室の様子（山形県農業総合研究センター）教室の様子（山形県農業総合研究センター）教室の様子（山形県農業総合研究センター）

液体窒素を使った農作物等の急速冷凍実験液体窒素を使った農作物等の急速冷凍実験液体窒素を使った農作物等の急速冷凍実験液体窒素を使った農作物等の急速冷凍実験

（バラの花、きゅうり、（バラの花、きゅうり、（バラの花、きゅうり、（バラの花、きゅうり、10秒クッキング）秒クッキング）秒クッキング）秒クッキング）

平成３０年９月１日（土）平成３０年９月１日（土）平成３０年９月１日（土）平成３０年９月１日（土） １３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０

担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路 宏司宏司宏司宏司

参加者：児童等１３名、保護者等２２名参加者：児童等１３名、保護者等２２名参加者：児童等１３名、保護者等２２名参加者：児童等１３名、保護者等２２名 計３５名計３５名計３５名計３５名



教室の様子（天童市立天童中部小学校教室の様子（天童市立天童中部小学校教室の様子（天童市立天童中部小学校教室の様子（天童市立天童中部小学校3学年学年学年学年PTA））））

静電気クラゲ、ストロー笛、ペーパージャイロ静電気クラゲ、ストロー笛、ペーパージャイロ静電気クラゲ、ストロー笛、ペーパージャイロ静電気クラゲ、ストロー笛、ペーパージャイロ

平成３０年９月８日（土）平成３０年９月８日（土）平成３０年９月８日（土）平成３０年９月８日（土） ９：００～１１：３０９：００～１１：３０９：００～１１：３０９：００～１１：３０

担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路 宏司宏司宏司宏司

参加者：児童等１２６名、保護者等１２１名参加者：児童等１２６名、保護者等１２１名参加者：児童等１２６名、保護者等１２１名参加者：児童等１２６名、保護者等１２１名 計２４７名計２４７名計２４７名計２４７名



教室の様子（山形市立第十小学校第教室の様子（山形市立第十小学校第教室の様子（山形市立第十小学校第教室の様子（山形市立第十小学校第2学年学年学年学年PTA））））

サイエンスショー（大気圧）、空気砲つくりサイエンスショー（大気圧）、空気砲つくりサイエンスショー（大気圧）、空気砲つくりサイエンスショー（大気圧）、空気砲つくり

レインボースライムレインボースライムレインボースライムレインボースライム

平成３０年９月９日（日）平成３０年９月９日（日）平成３０年９月９日（日）平成３０年９月９日（日） ９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００

担当インストラクター：高品担当インストラクター：高品担当インストラクター：高品担当インストラクター：高品 善善善善

参加者：児童等６５名、保護者等５０名参加者：児童等６５名、保護者等５０名参加者：児童等６５名、保護者等５０名参加者：児童等６５名、保護者等５０名 計１１５名計１１５名計１１５名計１１５名



教室の様子（山形市山寺コミュニティセンター）教室の様子（山形市山寺コミュニティセンター）教室の様子（山形市山寺コミュニティセンター）教室の様子（山形市山寺コミュニティセンター）

聴診器型糸電話、ストロー飛行機聴診器型糸電話、ストロー飛行機聴診器型糸電話、ストロー飛行機聴診器型糸電話、ストロー飛行機

平成３０年９月１０日（月）平成３０年９月１０日（月）平成３０年９月１０日（月）平成３０年９月１０日（月） １０：００～１２：００１０：００～１２：００１０：００～１２：００１０：００～１２：００

担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路 宏司宏司宏司宏司

参加者：児童等９名、保護者等３名参加者：児童等９名、保護者等３名参加者：児童等９名、保護者等３名参加者：児童等９名、保護者等３名 計１２名計１２名計１２名計１２名



教室の様子（長井花のまちスポーツクラブ）教室の様子（長井花のまちスポーツクラブ）教室の様子（長井花のまちスポーツクラブ）教室の様子（長井花のまちスポーツクラブ）

ジャイロリング作り、ヘリコプター作りジャイロリング作り、ヘリコプター作りジャイロリング作り、ヘリコプター作りジャイロリング作り、ヘリコプター作り

平成３０年９月２４日（月）平成３０年９月２４日（月）平成３０年９月２４日（月）平成３０年９月２４日（月） １０：００～１５：３０１０：００～１５：３０１０：００～１５：３０１０：００～１５：３０

担当インストラクター：鈴木担当インストラクター：鈴木担当インストラクター：鈴木担当インストラクター：鈴木 秀明秀明秀明秀明

参加者：児童等４１名、保護者等７名参加者：児童等４１名、保護者等７名参加者：児童等４１名、保護者等７名参加者：児童等４１名、保護者等７名 計４８名計４８名計４８名計４８名



教室の様子（鶴岡市温海第教室の様子（鶴岡市温海第教室の様子（鶴岡市温海第教室の様子（鶴岡市温海第4地区自治会）地区自治会）地区自治会）地区自治会）

備長炭電池、電気クラゲ浮遊、ライデン瓶の実験備長炭電池、電気クラゲ浮遊、ライデン瓶の実験備長炭電池、電気クラゲ浮遊、ライデン瓶の実験備長炭電池、電気クラゲ浮遊、ライデン瓶の実験

平成３０年９月２８日（金）平成３０年９月２８日（金）平成３０年９月２８日（金）平成３０年９月２８日（金） １３：００～１５：００１３：００～１５：００１３：００～１５：００１３：００～１５：００

担当インストラクター：石澤担当インストラクター：石澤担当インストラクター：石澤担当インストラクター：石澤 強強強強

参加者：児童等３１名、保護者等６名参加者：児童等３１名、保護者等６名参加者：児童等３１名、保護者等６名参加者：児童等３１名、保護者等６名 計３７名計３７名計３７名計３７名



教室の様子（山形市立宮浦小学校第教室の様子（山形市立宮浦小学校第教室の様子（山形市立宮浦小学校第教室の様子（山形市立宮浦小学校第3学年）学年）学年）学年）

液体窒素実験液体窒素実験液体窒素実験液体窒素実験

静電気クラゲ静電気クラゲ静電気クラゲ静電気クラゲ

平成３０年９月２９日（土）平成３０年９月２９日（土）平成３０年９月２９日（土）平成３０年９月２９日（土） ９：００～１１：３０９：００～１１：３０９：００～１１：３０９：００～１１：３０

担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路担当インストラクター：有路 宏司宏司宏司宏司

参加者：児童等３９名、保護者等４３名参加者：児童等３９名、保護者等４３名参加者：児童等３９名、保護者等４３名参加者：児童等３９名、保護者等４３名 計８２名計８２名計８２名計８２名



教室の様子（東根市立大森小学校第教室の様子（東根市立大森小学校第教室の様子（東根市立大森小学校第教室の様子（東根市立大森小学校第2学年学年学年学年PTA））））

段ボール空気砲デモンストレーション・作成段ボール空気砲デモンストレーション・作成段ボール空気砲デモンストレーション・作成段ボール空気砲デモンストレーション・作成

空気の流れを体験空気の流れを体験空気の流れを体験空気の流れを体験

平成３０年９月３０日（日）平成３０年９月３０日（日）平成３０年９月３０日（日）平成３０年９月３０日（日） ９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０

担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津 謙一謙一謙一謙一

参加者：児童等９６名、保護者等９４名参加者：児童等９６名、保護者等９４名参加者：児童等９６名、保護者等９４名参加者：児童等９６名、保護者等９４名 計１９０名計１９０名計１９０名計１９０名



教室の様子（山形市立第七小学校教室の様子（山形市立第七小学校教室の様子（山形市立第七小学校教室の様子（山形市立第七小学校4学年学年学年学年PTA））））

見えない空気を見てみよう（空気砲など）見えない空気を見てみよう（空気砲など）見えない空気を見てみよう（空気砲など）見えない空気を見てみよう（空気砲など）

空気は何で出来ているか（水中花火実験など）空気は何で出来ているか（水中花火実験など）空気は何で出来ているか（水中花火実験など）空気は何で出来ているか（水中花火実験など）

平成３０年１０月１２日（土）平成３０年１０月１２日（土）平成３０年１０月１２日（土）平成３０年１０月１２日（土） １４：００～１５：３０１４：００～１５：３０１４：００～１５：３０１４：００～１５：３０

担当インストラクター：加藤担当インストラクター：加藤担当インストラクター：加藤担当インストラクター：加藤 智一智一智一智一

参加者：児童等７８名、保護者等５０名参加者：児童等７８名、保護者等５０名参加者：児童等７８名、保護者等５０名参加者：児童等７８名、保護者等５０名 計１２８名計１２８名計１２８名計１２８名



教室の様子（山形青年会議所）教室の様子（山形青年会議所）教室の様子（山形青年会議所）教室の様子（山形青年会議所）

モニターを使用した化学反応に関するクイズ等モニターを使用した化学反応に関するクイズ等モニターを使用した化学反応に関するクイズ等モニターを使用した化学反応に関するクイズ等

平成３０年１０月１３日（土）平成３０年１０月１３日（土）平成３０年１０月１３日（土）平成３０年１０月１３日（土） １１：３０～１４：００１１：３０～１４：００１１：３０～１４：００１１：３０～１４：００

担当インストラクター：栗山担当インストラクター：栗山担当インストラクター：栗山担当インストラクター：栗山 恭直恭直恭直恭直

参加者：児童等３０名、保護者等２０名参加者：児童等３０名、保護者等２０名参加者：児童等３０名、保護者等２０名参加者：児童等３０名、保護者等２０名 計５０名計５０名計５０名計５０名



教室の様子（山形市立滝山小学校父母と教師の会）教室の様子（山形市立滝山小学校父母と教師の会）教室の様子（山形市立滝山小学校父母と教師の会）教室の様子（山形市立滝山小学校父母と教師の会）

段ボール空気砲演出、ペットボトル空気砲作り段ボール空気砲演出、ペットボトル空気砲作り段ボール空気砲演出、ペットボトル空気砲作り段ボール空気砲演出、ペットボトル空気砲作り

傘袋ロケット作り、スライム作り傘袋ロケット作り、スライム作り傘袋ロケット作り、スライム作り傘袋ロケット作り、スライム作り

平成３０年１０月１４日（日）平成３０年１０月１４日（日）平成３０年１０月１４日（日）平成３０年１０月１４日（日） ９：００～１１：３０９：００～１１：３０９：００～１１：３０９：００～１１：３０

担当インストラクター：石澤担当インストラクター：石澤担当インストラクター：石澤担当インストラクター：石澤 強強強強

参加者：児童等１４１名、保護者等９３名参加者：児童等１４１名、保護者等９３名参加者：児童等１４１名、保護者等９３名参加者：児童等１４１名、保護者等９３名 計２３４名計２３４名計２３４名計２３４名



教室の様子（東根市立東根中部小学校第教室の様子（東根市立東根中部小学校第教室の様子（東根市立東根中部小学校第教室の様子（東根市立東根中部小学校第2学年学年学年学年PTA））））

空気砲で実験空気砲で実験空気砲で実験空気砲で実験

空気砲製作空気砲製作空気砲製作空気砲製作

平成３０年１０月２０日（土）平成３０年１０月２０日（土）平成３０年１０月２０日（土）平成３０年１０月２０日（土） ９：００～１１：３０９：００～１１：３０９：００～１１：３０９：００～１１：３０

担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津 謙一謙一謙一謙一

参加者：児童等１０７名、保護者等８９名参加者：児童等１０７名、保護者等８９名参加者：児童等１０７名、保護者等８９名参加者：児童等１０７名、保護者等８９名 計１９６名計１９６名計１９６名計１９６名



教室の様子（山形市立山寺小・中学校）教室の様子（山形市立山寺小・中学校）教室の様子（山形市立山寺小・中学校）教室の様子（山形市立山寺小・中学校）

スーパー空気砲を作って遊ぼうスーパー空気砲を作って遊ぼうスーパー空気砲を作って遊ぼうスーパー空気砲を作って遊ぼう

平成３０年１０月２７日（土）平成３０年１０月２７日（土）平成３０年１０月２７日（土）平成３０年１０月２７日（土） １３：３０～１５：００１３：３０～１５：００１３：３０～１５：００１３：３０～１５：００

担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津 謙一謙一謙一謙一

参加者：児童等６６名、保護者等２５名参加者：児童等６６名、保護者等２５名参加者：児童等６６名、保護者等２５名参加者：児童等６６名、保護者等２５名 計９１名計９１名計９１名計９１名



教室の様子（三川少年少女発明クラブ）教室の様子（三川少年少女発明クラブ）教室の様子（三川少年少女発明クラブ）教室の様子（三川少年少女発明クラブ）

むらさきいも液を作ろう・電気でむらさきいもの色を変えてみようむらさきいも液を作ろう・電気でむらさきいもの色を変えてみようむらさきいも液を作ろう・電気でむらさきいもの色を変えてみようむらさきいも液を作ろう・電気でむらさきいもの色を変えてみよう

サインペンのヒミツサインペンのヒミツサインペンのヒミツサインペンのヒミツ

平成３０年１１月３日（土）平成３０年１１月３日（土）平成３０年１１月３日（土）平成３０年１１月３日（土） ９：００～１０：５０９：００～１０：５０９：００～１０：５０９：００～１０：５０

担当インストラクター：石井担当インストラクター：石井担当インストラクター：石井担当インストラクター：石井 実実実実

参加者：児童等３７名、保護者等１７名参加者：児童等３７名、保護者等１７名参加者：児童等３７名、保護者等１７名参加者：児童等３７名、保護者等１７名 計５４名計５４名計５４名計５４名



教室の様子（黄金地区自治振興会）教室の様子（黄金地区自治振興会）教室の様子（黄金地区自治振興会）教室の様子（黄金地区自治振興会）

何度でも使える不思議なカイロ何度でも使える不思議なカイロ何度でも使える不思議なカイロ何度でも使える不思議なカイロ

スライム風船を作ろうスライム風船を作ろうスライム風船を作ろうスライム風船を作ろう

平成３０年１１月１０日（土）平成３０年１１月１０日（土）平成３０年１１月１０日（土）平成３０年１１月１０日（土） １０：００～１２：１５１０：００～１２：１５１０：００～１２：１５１０：００～１２：１５

担当インストラクター：菅原担当インストラクター：菅原担当インストラクター：菅原担当インストラクター：菅原 晃晃晃晃

参加者：児童等２５名、保護者等３名参加者：児童等２５名、保護者等３名参加者：児童等２５名、保護者等３名参加者：児童等２５名、保護者等３名 計２８名計２８名計２８名計２８名



教室の様子（吉原子供育成会）教室の様子（吉原子供育成会）教室の様子（吉原子供育成会）教室の様子（吉原子供育成会）

見えない空気を見てみよう見えない空気を見てみよう見えない空気を見てみよう見えない空気を見てみよう

空気は何でできている空気は何でできている空気は何でできている空気は何でできている

平成３０年１１月１１日（）平成３０年１１月１１日（）平成３０年１１月１１日（）平成３０年１１月１１日（） １０：３０～１２：００１０：３０～１２：００１０：３０～１２：００１０：３０～１２：００

担当インストラクター：加藤担当インストラクター：加藤担当インストラクター：加藤担当インストラクター：加藤 智一、土門智一、土門智一、土門智一、土門 直子直子直子直子

参加者：児童等６１名、保護者等１４名参加者：児童等６１名、保護者等１４名参加者：児童等６１名、保護者等１４名参加者：児童等６１名、保護者等１４名 計７５名計７５名計７５名計７５名



教室の様子（山形市立第九小学校教室の様子（山形市立第九小学校教室の様子（山形市立第九小学校教室の様子（山形市立第九小学校PTA第第第第2学年）学年）学年）学年）

空気砲製作・空気砲で実験空気砲製作・空気砲で実験空気砲製作・空気砲で実験空気砲製作・空気砲で実験

平成３０年１１月１７日（土）平成３０年１１月１７日（土）平成３０年１１月１７日（土）平成３０年１１月１７日（土） ９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０

担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津担当インストラクター：會津 謙一謙一謙一謙一

参加者：児童等９０名、保護者等８３名参加者：児童等９０名、保護者等８３名参加者：児童等９０名、保護者等８３名参加者：児童等９０名、保護者等８３名 計１７３名計１７３名計１７３名計１７３名



教室の様子（篭田子ども会）教室の様子（篭田子ども会）教室の様子（篭田子ども会）教室の様子（篭田子ども会）

空気と遊ぼう、手品師になろう空気と遊ぼう、手品師になろう空気と遊ぼう、手品師になろう空気と遊ぼう、手品師になろう

私たちの不思議、真空の不思議私たちの不思議、真空の不思議私たちの不思議、真空の不思議私たちの不思議、真空の不思議

平成３０年１２月１日（土）平成３０年１２月１日（土）平成３０年１２月１日（土）平成３０年１２月１日（土） ９：３０～１２：００９：３０～１２：００９：３０～１２：００９：３０～１２：００

担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤担当インストラクター：佐藤 まり子まり子まり子まり子

参加者：児童等１３名、保護者等６名参加者：児童等１３名、保護者等６名参加者：児童等１３名、保護者等６名参加者：児童等１３名、保護者等６名 計１９名計１９名計１９名計１９名

○空気と遊ぼう

・ペットボトルロケット

・ペーバージャイロ

・ピンポン玉を浮かそう

○手品師になろう

・2本のひもの瞬間移動
・落ちない10円玉
・手のひらに穴が

○私たちの不思議

・どちらが重い？

・盲点を探そう

・出てる？へこんでる？

○真空の不思議

・離れない茶碗

・マシュマロが大きくなっちゃった



教室の様子（河北町総合子育て支援センター）教室の様子（河北町総合子育て支援センター）教室の様子（河北町総合子育て支援センター）教室の様子（河北町総合子育て支援センター）

ペットボトルで作るミニ空気砲ペットボトルで作るミニ空気砲ペットボトルで作るミニ空気砲ペットボトルで作るミニ空気砲

浮沈子作り浮沈子作り浮沈子作り浮沈子作り

平成３１年１月２０日（日）平成３１年１月２０日（日）平成３１年１月２０日（日）平成３１年１月２０日（日） １０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０

担当インストラクター：石澤担当インストラクター：石澤担当インストラクター：石澤担当インストラクター：石澤 強強強強

参加者：児童等１７名、保護者等１４名参加者：児童等１７名、保護者等１４名参加者：児童等１７名、保護者等１４名参加者：児童等１７名、保護者等１４名 計３１名計３１名計３１名計３１名


