
［所 在 地］
〒110‑8718  東京都台東区上野公園7‑20

［交通案内］
○ JR「上野」駅公園口から徒歩5分
○ 東京メトロ銀座線・日比谷線「上野」駅から徒歩10分
○ 京成電鉄「上野」駅から徒歩10分
※ 当館には駐車場および駐輪場がありませんので、

車・自転車での来館はご遠慮ください。
［開館時間］　

9：00〜17：00  金曜日は20：00まで
（ただし、8月11日および8月13日〜17日は18：00まで時間延長）
（入館は閉館時間の30分前まで、サイエンススクエア会場は16：00まで）

［開 館 日］ サイエンススクエア会期中無休（ただし、サイエンススクエアは月曜日閉室）
［入 館 料］ 高校生以下・65歳以上無料／一般・大学生620円（団体310円 ※20名以上）
［お問合せ］ ハローダイヤル  03‑5777‑8600
［ホームページ］ http://www.kahaku.go.jp
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国立科学博物館「夏休みサイエンススクエア」とは？

Ｗｅｂ抽選のお申し込みについて、流れを説明します。

プログラムへの参加方法

《web抽選への参加についての注意事項》

「夏休みサイエンススクエア」では、夏休みの期間に、未就学児から高校生の皆さんを
対象として、実験・観察・工作などの科学を体験できるたくさんの企画を開催します。
科学に触れて、科学に親しむことを目的として、平成３年から開催されている科学体験
イベントです。

本事業にご賛同くださる各機関・団体等の方々に、アウトリーチや社会貢献活動とし
て、様々な科学分野について企画出展していただいています。科学リテラシーを高める
こと、博物館活動を深く理解していただくことを目標としています。

サイエンススクエアの企画には、1「当日参加可能な企画」と、2「事前Web抽選が
必要な企画」があります。

1「当日参加可能な企画」への参加
当日、開場（9：45）後に参加を希望する企画ブースで参加受付をおこなってください。

2「事前Web抽選が必要な企画」への参加
事前にWebサイトから参加申し込みが必要です。（手順についてはP.２をご参照くだ

さい。）申込期間終了後、厳正なる抽選を行い、参加者を確定いたします。当選された方
は、当日、当選のお知らせ（プリントまたはメールの画面）をお持ちの上、開始5分前ま
でに参加企画のブースへ行き、参加受付をおこなってください。

■web抽選へのお申し込み期間について
企画の開催日程によって、お申し込みの期間が異なりま
すのでご注意ください。
◎第１週（7/26〜7/31）企画
６月29日（水）正午〜７月 5 日（火）17時

◎第２週（8/2〜8/7）企画
７月 6 日（水）正午〜７月12日（火）17時

◎第３週（8/9〜8/14）企画
７月13日（水）正午〜７月19日（火）17時

■当選結果の通知について
当選された方へは、申込期間終了後５日以内にメールに
てお知らせします。下記の配信期限までに通知メールが
届かない場合は、残念ながら落選となります。（落選し
た場合の通知はお送りしておりません。予めご了承くだ

さい。）
◎第１週企画　　配信期限　7月10日（日）
◎第２週企画　　配信期限　7月17日（日）
◎第３週企画　　配信期限　7月24日（日）

■当選後のキャンセルについて
当選後にご参加できなくなった場合は、参加前日の17
時までに必ずメールにてご連絡下さい。
予告無く欠席されますと、他の企画へご参加いただけな
い場合がございます。

■アクセス環境について
スマートフォン・タブレット端末からはご利用いただけ
ます。フィーチャー・フォンからはご利用いただけませ
ん。ご了承ください。

� STEP１

� 当選後のキャンセル発生による空き枠について

� STEP４ � STEP５ � STEP６

� STEP２ � STEP３
Webサイト
http://www.kahaku.go.jp/event/square/
へアクセスして、右のボタンをク
リックし、検索ページを開きま
す。

当選者の都合により発生した「キャンセルによる空き枠」につきましては、企画当日に追加参加者の受付を行
う予定です。受付方法の詳細は、確定次第Webサイトにてお知らせいたします。
≪注1≫必ずキャンセルが発生するとは限りません。また、発生したとしても数名程度のため、希望者全員に追

加参加していただくことは出来ません。予めご承知おきください。
≪注2≫空き枠の状況や受付実施の有無については、企画当日の朝、会場にてお知らせします。公平を期すため

にも、個別のお問合せにはご回答しかねますのでご了承ください。
≪注3≫早朝からの場所取りなどで混乱の恐れが見込まれる場合には、お客様の安全確保のために予告無く受付

を中止することがございます。

開催日や対象学年、所要時間など
の条件で企画を検索することがで
きます。

表示された一覧の中から参加した
い企画を見つけましょう。「応募
する」ボタンをクリックして入力
画面へ進みます。

必要事項を入力し、参加申し込み
を行います。

登録したメールアドレス宛に、申
し込み完了のお知らせが届きま
す。（本メールは参加を保証する
ものではございません）

事務局にて抽選を行い、当選され
た方には当選通知メールをお送り
します。参加当日は、メールを印
刷するか、画面を表示して参加受
付してください。

�サイエンススクエアとは？………………………………P.１
�企画のWeb抽選参加方法について ……………………P.２
�企画のスケジュール一覧………………………… P.３〜P.４
�第１週目企画プログラム………………………… P.５〜P.６
�第２週目企画プログラム………………………… P.７〜P.８
�第３週目企画プログラム………………………… P.９〜P.10
�会場マップ

目

次

国立科学博物館サイエンススクエアWebサイト http://www.kahaku.go.jp/event/square/

クリック

入力後
クリック

多くのお客様が楽しく参加できるよう、
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊

〜 中略 〜

希望にあわせて
検索

クリック

入力 抽選
実施
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実験 工作

観察 その他

～ 企画展示室（１階）

～ 講堂（２階） 当日

表記のある企画は、Web抽選への申込が必
要です。詳しくは２ページをご覧ください。

表記のある企画は、予約制ではございませ
ん。当日直接会場へお越しください。

企
画
展
示
室
（
１
階
）

講
堂
（
２
階
）

会
場

8/9㊋▶8/14㊐
8/9火

自分で作るスライムと
科学の不思議体験

（香川高等専門学校 サイエンスクラブ）

48 当日

科学自由研究世界大会（Intel ISEF）
日本代表と

元素記号ビンゴをしよう
（NPO法人 日本サイエンスサービス）

56 当日

会
場

エネラボ！！
～電気のつくり方教えます～

（函館工業高等専門学校）

57

リングキャッチャーで遊ぼう
（科学講座研究会）

58 当日

会
場

センサで遊び、センサを知ろう
（豊田工業高等専門学校）

49

もっと楽しく！算数の世界
（東京理科大学 Ⅱ部研究会数学研究部）

51 当日

ホイール
万華鏡
つくり

（ か は く ボ ラ ン
ティア（おもしろ
科学塾グループ））

59
音や振動に親しもう！
～「ギリギリガリガリ」して

振動に親しもう！～
（（一社）日本音響学会）

64 当日

音や振動に親しもう！
～音の現象に親しもう！～
（（一社）日本音響学会、

日本音声学会）

65 当日

会
場

ピュータークラフト
－スズの鋳造で

かわいい小物を作ろう－
（鈴鹿工業高等専門学校）

50

会
場

偏光板万華鏡作り
（かはくボランティア

（おもしろ科学塾グループ））

52
ⓐ親子で体験！環境にやさしい草木染　

ⓑ香りの化学！試香と香りのミニコンテスト
（東京都立産業技術高等専門学校）

60

会
場

NTTドリームキッズ
～ネット・ワークショップ～

（日本電信電話株式会社）

53
紙の親子バランスバードつくり

（東京都立産業技術高等専門学校）

61 当日

8×8LED電光けいじ板を作ろう
（熊本高等専門学校）

62

光をつくろう
（日本大学 生産工学部）

63

会
場

会
場

海と船の工作ひろば
「すいすい水力船を作ってみよう！」

（日本船舶海洋工学会・海洋教育推進委員会）

54

こころのさっかく
～ゴムの手が自分の手に？

「好き」の理由は？
（静岡英和学院大学短期大学部

現代コミュニケーション学科心理学ゼミ）

55 当日

会
場

会
場

8/10水 8/11⽊ 8/12金 8/13土 8/14日

第 3 週

８／８
【
月
曜
日
】
は
閉
室

カイコってどんな虫？
こんな虫！！

（農研機構 遺伝子組換え研究推進室）

44

石は何から
できているの？

（かはくボランティア（岩石グループ））

45

エコーマイクをつくろう
―サイエンス・エンジェルと

音の冒険―
（東北大学サイエンス・エンジェル）

46

こんな木・あんな木
（東京材木商協同組合）

技術の達人によるものづくり教室
「竹のけん玉作り」

（台東区・台東区伝統工芸振興会）

38 当日

「カラフルLEDミニあんどん」を
作ろう

（岐阜工業高等専門学校）

牛乳パックでポスト
カードを作ろう

（かはくボランティア（「牛乳
パックでポストカードを作ろ

う」グループ））

41

⑴「電子ホタル」をつくろう
⑵「電子ホタル」をつくろう上級コース

（かはくボランティア（電子ホタルグループ））

42

摩擦の科学×謎解き
～トライボロジーを体感しよう！～

（埼玉工業大学 長谷研究室）

43

アイの生葉で染めよう
（かはくボランティア

（森の色グループ））

47

8/5金 8/6土 8/7日

37

39

たためる立体模型を作ろう
（自由学園中等科・高等科）

当日40

企
画
展
示
室
（
１
階
）

講
堂
（
２
階
）

会
場

7/26㊋▶7/31㊐
7/26火

８／１
【
月
曜
日
】
は
閉
室

おもしろメカニカルワールド
「自分で作れる

ちょっと不思議なやじろべい」
（（一社）日本機械学会 関東支部）

01 当日
おもしろメカニカルワールド

「はんこ名人」
（（一社）日本機械学会 関東支部）

13

会
場

おもしろメカニカルワールド
「地球にやさしい

クリーンエネルギーについて知ろう」
（（一社）日本機械学会 関東支部）

02 当日
おもしろメカニカルワールド

「ブランコは、なぜゆれるの」
（（一社）日本機械学会 関東支部）

14 当日

はっぱで遊ぼう
（かはくボランティア

（葉っぱ・冬芽グループ））

11 当日

昆虫をよく知ろう
（かはくボランティア

（昆虫グループ））

22

理科読（音はつたわる）
（理科読クラブ）

15

会
場

クモって
どんなムシ？

（かはくボランティア（クモ班））

03

作って測ろう！
（ものつくり大学）

05

KAPLA®
WORLD

②自由創作
＆

全国KAPLA
大会エントリー

（カプラジャパン）

12

KAPLA®WORLD
①プロのカプラ®ブロック

作品を体験しよう
（カプラジャパン）

06

光の百面相
（北九州工業高等専門学校）

16

みんなで作る楽しい電気
（弓削商船高等専門学校）

17

会
場

森のめぐみから生まれた
“Mｙカスタネットづくり”

（（公財）日本自然保護協会）

04 当日

当日

会
場

プチ☆プチウォータードームを
つくろう

（サイエンスヒルズこまつ 
ひととものづくり科学館）

07
ふしぎな変形菌を観察して

標本を作ろう
（かはくボランティア

（変形菌・きのこグループ））

18

会
場

マツボックリの科学
（かはくボランティア（たねグループ））

08
アンモナイトのレプリカ作りと

ティラノのぬり絵
（かはくボランティア（古生物グループ））

19

魚のモビールを作ろう
（かはくボランティア（モビール同好会））

20 当日

はてな？なるほど！
電気ゼミナール

「電気と磁気の不思議な関係」
（（一社）電気学会 東京支部）

21

親子で巡る日本館
（建物の秘密を探してみよう）
（かはくボランティア
（科博たてもの散歩グループ））

23 当日

会
場

会
場

中央
ホール

君もノーベル賞科学者に！？
魔法の箱を使って、

放射線を観察しよう！
（つくばサイエンスツアーオフィス

（(一財）茨城県科学技術振興財団））

09

はてな？なるほど！
電気ゼミナール

「電池をつくってみよう」
（（一社）電気学会 東京支部）

10

会
場

会
場

7/27水 7/28⽊ 7/29金 7/30土 7/31日

各企画の内容は５～10ページでチェックしよう！　国立科学博物館ホームページも見てみよう！ http://www.kahaku.go.jp 

イベントスケジュール

第１週 8/2㊋▶8/7㊐第 2 週

企
画
展
示
室
（
１
階
）

講
堂
（
２
階
）

会
場

8/2火

おもしろ
メカニカルワールド

「歩行するロボットを
作ってみよう」

（（一社）日本機械学会 関東支部）

24
おもしろ

メカニカルワールド
「スーハーエンジン」

（（一社）日本機械学会 関東支部）

34

動物のひみつを探ろう
⑴ブース内見学
⑵常設展示フロアガイド

（かはくボランティア（動物グループ））

35

はてな？なるほど！
電気ゼミナール

「いろいろな光を見てみよう」
（（一社）電気学会 東京支部）

36

会
場

おもしろ
メカニカルワールド

「あれ、水タンクで
建物の揺れが止まるよ」

（（一社）日本機械学会 関東支部）

25 当日

会
場

箱の中身は何だろう？
～触っただけでモノについている

工夫を当ててみよう～
（（公財）共用品推進機構）

26 当日

３Ｄプリンターで、なに作ろう？
（公益社団法人 精密工学会 アフィリエイト委員会）

28

しましまさがし！
～地面の下を切り取ってみよう～

（国土防災技術株式会社）

29

会
場

技術の達人による
ものづくり教室「桐のペン皿作り」

（台東区・台東区伝統工芸振興会）

27 当日

会
場

おいしい野菜のヒミツ
DNAを見てみよう

（NPO法人 くらしとバイオプラザ21）

30

回っているコマは
なぜ倒れない？

コマを作って考えよう！
（一般社団法人 蔵前工業会

蔵前理科教室ふしぎ不思議）

31

会
場

「シュワシュワ」に
かくされた科学をさぐり

「モコモコふくらむおやつ」をつくろう！
（奈良学園中学校・高等学校 科学館を愛する

生徒の会／ＳＳ研究チーム）

32

会
場

会
場

はてな？なるほど！
電気ゼミナール

「静電気ってなんだろう」
（（一社）電気学会 東京支部）

33

会
場

会
場

8/3水 8/4⽊

当日
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おもしろメカニカルワールド
「はんこ名人」

機械工作で自分のはんこを作ってみよう。

【実施日】7/29～7/31
【実施時間】10:00～,11:20～,13:20～,

14:40～
【所要時間】60分
【対象】小学1年生〜中学3年生（保護者見学
可）【定員】6人【材料費】無料

【出展】（一社）日本機械学会　関東支部

13

アンモナイトのレプリカ作りとティラノの
ぬり絵
大昔の生き物で中生代に栄えたアンモナイトと恐竜は人気が
あります。そのアンモナイト化石のレプリカ作りとティラノ
サウルスのぬり絵で楽しんでみませんか。

【実施日】7/29～7/31
【実施時間】10:00～,10:55～,11:50～,

13:25～,14:20～,15:15～
【所要時間】45分
【対象】小学3年生〜中学3年生
【定員】12人【材料費】50円
【出展】かはくボランティア（古生物グループ）

19

光の百面相
光とは、良く知っているようで、良く分からない。光の性質
を理解するために、分光器を作成し不思議な光の世界と、光
の万華鏡を作成しびっくりする光の世界を紹介します。

【実施日】7/29～7/31
【実施時間】10:00～,10:55～,11:50～,

13:25～,14:20～,15:15～
【所要時間】45分
【対象】小学3年生〜小学6年生
【定員】15人【材料費】無料
【出展】北九州工業高等専門学校

16

魚のモビールを作ろう
3種類の魚の色をぬったり、その魚の性質を学んだりしま
す。この3種類の魚の絵を使ってモビールの基本を知り、実
際にバランスをとって完成させることを楽しみましょう。

【実施日】7/29～7/31
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】25分
【対象】小学1年生〜高校3年生
【定員】6人【材料費】無料
【出展】かはくボランティア（モビール同好会）

20

みんなで作る楽しい電気
みんなで協力して電気を作ってみよう！
作った電気で何ができるか試してみよう！

【実施日】7/29～7/31【実施時間】10:00～,
10:30～,11:00～,11:30～,12:50～,13:20～,
13:50～,14:20～,14:50～,15:20～

【所要時間】20分
【対象】小学1年生〜小学3年生
【定員】10人【材料費】無料
【出展】弓削商船高等専門学校

17

はてな？なるほど！電気ゼミナール
「電気と磁気の不思議な関係」

光、熱、力などの元となり、私たちの生活になくてはならな
い電気。電気をおこしたり、モーターを回してみることで、
電気と磁気の不思議な関係を確かめてみよう！

【実施日】7/29～7/31【実施時間】10:00～,
11:00～,12:00～,13:30～,14:30～,15:30～

【所要時間】30分
【対象】小学1年生〜中学3年生
【定員】18人【材料費】無料
【出展】（一社）電気学会 東京支部

21

ふしぎな変形菌を観察して標本を作ろう
アメーバからきのこ状に変身する不思議な生き物変形菌は粘
菌ともいわれています。採集体験を通して標本作りに挑戦し
てみましょう。

【実施日】7/29～7/31【実施時間】10:00～,
10:40～,11:20～,12:00～,13:30～,14:10～,
14:50～,15:30～

【所要時間】30分
【対象】小学1年生〜高校3年生【定員】12人
【材料費】50円【出展】かはくボランティア
（変形菌・きのこグループ）

18

クモって どんなムシ？
「びっくり仰天 クモのからだを 観察してみよう」
ちょっぴり怖いようなムシだけれど、眼の数、並び方そして
オスとメスの違いを顕微鏡やルーペで見てみよう。面白い形
のクモや糸を工夫して生きるクモは不思議がいっぱいだよ。

【実施日】7/26～7/27
【実施時間】10:00～,10:40～,11:20～,
12:00～,13:30～,14:10～,14:50～,15:30～

【所要時間】30分
【対象】小学4年生〜高校3年生
【定員】12人【材料費】無料
【出展】かはくボランティア（クモ班）

03

はてな？なるほど！電気ゼミナール
「電池をつくってみよう」

光、熱、力などの元となり、私たちの生活になくてはならない
電気。その電気を作ることができる、くだもの電池や木炭電
池を自分で作り、電気の正体を確かめてみよう！

【実施日】7/26～7/28
【実施時間】10:00～,11:00～,12:00～,

13:30～,14:30～,15:30～
【所要時間】30分
【対象】小学1年生〜中学3年生
【定員】18人【材料費】無料
【出展】（一社）電気学会 東京支部

10森のめぐみから生まれた“Mｙカスタネッ
トづくり”
森をまもる活動からうまれた無垢材のカスタネットに自分の好きな
絵を描きながら、森のめぐみについて一緒にかんがえてみよう！

【実施日】7/26～7/28
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】15分
【対象】4歳〜高校3年生（未就学児は保護者
同伴）【定員】12人【材料費】600円

【出展】（公財）日本自然保護協会

04

当日

作って測ろう！
ものづくりの中で「測る」ことはとても大切なことです。
実際にも色々な測定器が使用されています。ここでは、「ノ
ギス」という測定器を作って、精密な測定に挑戦します。

【実施日】7/26～7/27
【実施時間】10:00～,10:55～,11:50～,

13:25～,14:20～,15:15～
【所要時間】45分
【対象】小学3年生〜6年生
【定員】15人【材料費】無料
【出展】ものつくり大学

05

KAPLA®WORLD
①プロのカプラ®ブロック作品を体験しよう

「カプラ®ブロック」は、世界各国の教育現場でも使われる
造形ブロック。日本に2人だけの公認インストラクターに直
接指導を受けながら、様々な作品を体験できます。

【実施日】7/26～7/27【実施時間】10:00～,
10:40～,11:20～,12:00～,13:30～,14:10～,
14:50～,15:30～【所要時間】30分

【対象】4歳〜中学3年生（未就学児は保護者
同伴）【定員】15人【材料費】無料

【出展】カプラジャパン

06

プチ☆プチウォータードームをつくろう
塩化カルシウム水溶液の中に、アルギン酸ナトリウムを入れ
て人工イクラを作成し、化学反応の面白さに触れながら、カ
ラフルなウォータードームをつくろう！

【実施日】7/26～7/28【実施時間】10:00～,
11:20～,13:20～,14:40～【所要時間】60分

【対象】5歳〜小学6年生（小学2年生以下は保
護者同伴）【定員】16人【材料費】無料

【出展】サイエンスヒルズこまつ ひとともの
づくり科学館

07

マツボックリの科学
マツボックリを観察すると、おや指の大きさのものから子供
の頭ほどのものまであります。マツボックリにはびっくりす
るような秘密があるのです。その秘密を解き明かしましょう。

【実施日】7/26～7/28【実施時間】10:00～,
10:40～,11:20～,12:00～,13:30～,14:10～,
14:50～,15:30～【所要時間】30分

【対象】小学1年生〜小学6年生
【定員】12人【材料費】無料
【出展】かはくボランティア（たねグループ）

08

君もノーベル賞科学者に！？
魔法の箱を使って、放射線を観察しよう！
見たり触ったり感じることはできないけれど、宇宙や大地、
身の回りの様々なものから放射線は出ています。魔法の箱

「霧箱」を作って、目に見えない放射線を見てみませんか？
（エタノールとドライアイスを使用します）

【実施日】7/26～7/28【実施時間】10:00～,
11:05～,12:50～,13:55～,15:00～

【所要時間】45分
【対象】小学4年生〜小学6年生（保護者同伴
可）【定員】16人【材料費】無料

【出展】つくばサイエンスツアーオフィス
（一財）茨城県科学技術振興財団

09

はっぱで遊ぼう
私達のまわりにある、様々な形のはっぱをじっくり見た事は
ありますか。パズルやクイズを通してはっぱの不思議に迫り
ましょう。押し葉のハガキも作ります。

【実施日】7/28～7/29
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】15分
【対象】5歳〜高校3年生（未就学児は保護者
同伴可）【定員】なし【材料費】無料【出展】
かはくボランティア（葉っぱ・冬芽グループ）

11

おもしろメカニカルワールド
「ブランコは、なぜゆれるの」

ブランコを揺らす実験装置で、ブランコこぎの実験をしてみ
よう。どうやったらブランコを上手にこげるの？

【実施日】7/29～7/31
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】20分
【対象】小学1年生〜中学3年生（保護者同伴
可）【定員】15人【材料費】無料

【出展】（一社）日本機械学会　関東支部

14

当日

理科読（音はつたわる）
音ってなんでしょうか？ 音の正体・不思議を簡単な実験と
科学絵本の読み聞かせで解き明かします。音に関する科学絵
本や理科の本の紹介も行います。

【実施日】7/29～7/31
【実施時間】10:00～,10:55～,11:50～,

13:25～,14:20～,15:15～
【所要時間】45分
【対象】4歳〜小学4年生【定員】15人
【材料費】無料【出展】理科読クラブ

15

当日

当日

7/26㊋▶7/31㊐第１週

イベントプログラム

当日

表記のある企画は、Web抽選への申込が必要です。
詳しくは2ページをご覧ください。

表記のある企画は、予約制ではございません。当日
直接会場へお越しください。
混雑によっては列に並びお待ちいただく場合や、ご
参加いただけない場合がございます。予めご了承く
ださい。

表記のある企画は、企画内において製作した作品等
を持ち帰ることができます。

おもしろメカニカルワールド
「自分で作れるちょっと不思議なやじろべい」

簡単な構造で、ちょっと不思議な動きをするやじろべいを製
作します。

【実施日】7/26～7/28
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】20分
【対象】小学1年生〜中学3年生（保護者見学
可）【定員】10人【材料費】無料

【出展】（一社）日本機械学会 関東支部

01

当日

おもしろメカニカルワールド
「地球にやさしいクリーンエネルギーについて知ろう」

簡単な工作をして実際にエネルギーを作り出し、環境につい
て考えます。

【実施日】7/26～7/28
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】30分
【対象】小学1年生〜中学3年生（保護者同伴
可）【定員】15人【材料費】無料

【出展】（一社）日本機械学会 関東支部

02

当日

KAPLA®WORLD
②自由創作＆全国KAPLA大会エントリー

「カプラ®ブロック」は、世界各国の教育現場でも使われる
造形ブロック。日本に2人だけの公認インストラクターに直
接指導を受けながら、様々な作品を体験できます。

【実施日】7/28
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】40分～60分
【対象】4歳〜中学3年生（未就学児は保護者
同伴）【定員】20人【材料費】無料

【出展】カプラジャパン

12

当日



7

おもしろメカニカルワールド
「歩行するロボットを作ってみよう」

移動するロボットを組み立て、動かしてみよう。

【実施日】8/2～8/3
【実施時間】10:00～,11:20～,13:20～,

14:40～
【所要時間】60分
【対象】小学1年生〜中学3年生（保護者見学
可）【定員】10人【材料費】500円

【出展】（一社）日本機械学会 関東支部

24

おもしろメカニカルワールド
「あれ、水タンクで建物の揺れが止まるよ」

高層ビルの風や地震による揺れが、すみやかに止まる原理を
実験でみてみよう。

【実施日】8/2～8/3
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】20分
【対象】小学1年生〜中学3年生（保護者同伴
可）【定員】15人【材料費】無料

【出展】（一社）日本機械学会 関東支部

25

箱の中身は何だろう？
～触っただけでモノについている工夫を当ててみよう～
大きな箱、小さな箱、箱の中には触って分かる工夫がたくさ
んあります。目のみえない人にとって、その工夫はとても助
かるものです。箱の中に手を入れて工夫を探しましょう。

【実施日】8/2～8/4
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】15分
【対象】5歳〜中学3年生
【定員】12人【材料費】無料
【出展】（公財）共用品推進機構

26

技術の達人によるものづくり教室
「桐のペン皿作り」

しゃみせん箱職人さんといっしょに、かんなや紙やすりで桐
をけずって、ペン皿を作ります。鍛え抜かれた技と心を体験
して、伝統工芸のわざを発見してみよう！

【実施日】8/2～8/4
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】15分
【対象】小学1年生〜高校3年生
【定員】1日100人まで【材料費】600円
【出展】台東区・台東区伝統工芸振興会

27

３Ｄプリンターで、なに作ろう？
３Ｄプリンターを使ったものづくりを体験してみよう！皆さ
んが紙に書いた絵を写真に撮り、コンピューターで処理して
小さなプラスチック模型を作る、楽しい工作教室です。

【実施日】8/2～8/4【実施時間】10:00～,
10:30～,11:00～,11:30～,12:50～,13:20～,
13:50～,14:20～,14:50～,15:20～

【所要時間】20分
【対象】小学1年生〜中学3年生【定員】10人
【材料費】500円【出展】公益社団法人 精密
工学会 アフィリエイト委員会

28

しましまさがし！
～地面の下を切り取ってみよう～
地面の下の世界を見てみませんか？地質調査の体験や地層に
ついての解説を行います！また、粘土や土を原料としたパス
テル「DOPAS（ドパス）」を使ったお絵かきも実施します。

【実施日】8/2～8/4【実施時間】10:00～,
10:40～,11:20～,12:00～,13:30～,14:10～,
14:50～,15:30～【所要時間】30分

【対象】小学1年生〜小学6年生
【定員】12人【材料費】無料
【出展】国土防災技術株式会社

29

親子で巡る日本館
（建物の秘密を探してみよう）

重要文化財に指定されている日本館（昭和の名建築）を、親
子で巡り博物館の秘密を探してみましょう。

【実施日】7/30～7/31
【実施時間】
①10:30～11:15（受付は10:00〜10:30）
②13:30～14:15（受付は13:00〜13:30）
③14:30～15:15（受付は14:00〜14:30）

【所要時間】45分
【対象】小学1年生〜中学3年生【定員】親子
10組20人程度【材料費】無料【出展】かはく
ボランティア（科博たてもの散歩グループ）

【備考】受付は日本館１階中央ホールにて行い
ます。

23

おいしい野菜のヒミツ　DNAを見てみよう
本格的な実験器具も使って野菜からDNAを取り出します。
様々な野菜のおいしいヒミツとDNAの関係や食料危機を救う
かもしれない新しい品種改良技術について知ってみませんか？

30

回っているコマはなぜ倒れない？
コマを作って考えよう！
回っているコマは倒れません。幼児期からコマで遊んでいる
のに、コマの科学は高校まで習うことなく一寸難しい分野で
す。５種類のコマを作ってコマの不思議に迫ります。

【実施日】8/2～8/4
【実施時間】10:00～,11:20～,13:20～,
14:40～【所要時間】60分

【対象】小学1年生〜中学3年生【定員】16人
【材料費】250円【出展】一般社団法人 蔵前
工業会 蔵前理科教室ふしぎ不思議

31

「シュワシュワ」にかくされた科学をさぐり
「モコモコふくらむおやつ」をつくろう！

スーパーやコンビニで見かける「シュワシュワするおやつ」
はなぜシュワシュワするの？その原理をさぐって発展させれ
ば「モコモコふくらむおやつ」につながるのです！

【実施日】8/2～8/4【実施時間】10:00～,
10:40～,11:20～,12:00～,13:30～,14:10～,
14:50～,15:30～【所要時間】30分

【対象】小学1年生〜高校3年生【定員】15人
【材料費】100円【出展】奈良学園中学校・高等
学校 科学館を愛する生徒の会／ＳＳ研究チーム

32

おもしろメカニカルワールド
「スーハーエンジン」

呼吸の力を利用したエンジンを作ってみよう。

【実施日】8/4～8/5【実施時間】10:00～,
11:20～,13:20～,14:40～

【所要時間】60分
【対象】小学1年生〜中学3年生（保護者見学
可）【定員】10人【材料費】500円

【出展】（一社）日本機械学会 関東支部

34

動物のひみつを探ろう
⑴ブース内見学　⑵常設展示フロアガイド
毛皮や骨、フィールドサイン、科博の展示などを見て、哺乳動物のひ
みつを探検しよう。（フロアガイドはブースにて各日10:00より受付を行います）

【実施日】8/4～8/5
【実施時間】⑴10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
⑵11:00～,14:00～,15:00～

【所要時間】⑴15分 ⑵45分
【対象】小学1年生〜高校3年生
【定員】⑴なし　⑵10人【材料費】無料
【出展】かはくボランティア（動物グループ）

35

はてな？なるほど！電気ゼミナール
「いろいろな光を見てみよう」

光、熱、力などの元となり、私たちの生活になくてはならな
い電気。電気を流すことで生み出される様々な光を見てみる
ことで、電気からつくられる光の正体を確かめてみよう！

【実施日】8/4～8/5【実施時間】10:00～,
11:00～,12:00～,13:30～,14:30～,15:30～

【所要時間】30分
【対象】小学1年生〜中学3年生
【定員】18人【材料費】無料
【出展】（一社）電気学会 東京支部

36

技術の達人によるものづくり教室
「竹のけん玉作り」

江戸すだれ職人さんといっしょに、小刀で竹をけずって、ケ
ン玉を作ります。鍛え抜かれた技と心を体験して、伝統工芸
のわざを発見してみよう！

38

【実施日】8/5～8/7
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】15分
【対象】小学1年生〜高校3年生
【定員】なし【材料費】400円
【出展】台東区・台東区伝統工芸振興会

摩擦の科学×謎解き
～トライボロジーを体感しよう！～
話題の知的好奇心をくすぐられる“謎解き”イベント型の楽し
く学べる企画です．皆で協力し，頭も手もフル活用して，摩
擦の科学を学びながら，制限時間内にゴールを目指そう！

【実施日】8/5～8/7【実施時間】10:00～,
11:20～,13:20～,14:40～

【所要時間】60分
【対象】小学1年生〜高校3年生
【定員】16人【材料費】無料
【出展】埼玉工業大学 長谷研究室

43

たためる立体模型を作ろう
5つの正多面体のたためる立体模型を作ってみましょう。上
下から押すと、図のような立体ができる模型です。

【実施日】8/5～8/7
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】15分
【対象】小学3年生〜高校3年生
【定員】16人【材料費】無料
【出展】自由学園中等科・高等科

40

牛乳パックでポストカードを作ろう
牛乳パックはとてもいいパルプが使われています。捨てるの
はもったいない、再利用して手すき和紙のハガキを作りま
しょう。世界でただ一つのお手製ハガキができあがります。

【実施日】8/5【実施時間】10:00～,
10:55～,11:50～,13:25～,14:20～,15:15～

【所要時間】45分
【対象】小学1年生〜高校3年生
【定員】6人【材料費】無料
【出展】かはくボランティア（「牛乳パックで
ポストカードを作ろう」グループ）

41

当日

当日

当日

当日

8/2㊋▶8/7㊐第 2 週

当日

当日

当日

⑴「電子ホタル」をつくろう
⑵「電子ホタル」をつくろう上級コース
LEDを使って「電子ホタル」のおもちゃをつくります。LED
や日本のホタルについても学びます。上級コースは学ぶ内容
や工作をグレードアップしたコースになります。

【実施日】8/5～8/7【実施時間】⑴10:00～,
11:20～,13:20～　⑵14:40～

【所要時間】60分
【対象】⑴小学1年生〜高校3年生（小学2年生
以下は保護者同伴）⑵小学5年生〜高校3年生

【定員】18人【材料費】⑴100円　⑵150円
【出展】かはくボランティア（電子ホタルグ
ループ）

42

カイコってどんな虫？こんな虫！！
皆さんはカイコを知っていますか？この機会にカイコに詳し
くなってみませんか？カイコの歴史やカイコ研究の今昔を勉
強して、実際にカイコやまゆに触ってみましょう。

【実施日】8/6～8/7
【実施時間】10:00～,10:55～,11:50～,

13:25～,14:20～,15:15～
【所要時間】45分
【対象】小学3年生〜小学6年生
【定員】15人【材料費】無料
【出展】農研機構 遺伝子組換え研究推進室

44

【実施日】8/2～8/4
【実施時間】10:00～,11:05～,12:50～,
13:55～,15:00～【所要時間】45分

【対象】小学4年生〜小学6年生
【定員】12人【材料費】無料
【出展】NPO法人 くらしとバイオプラザ21

こんな木・あんな木
いろいろな実験をして、木が持つ特性を知ろう！

「うずくり」（木目だし）にもトライ！

【実施日】8/5～8/7【実施時間】10:00～,
10:55～,11:50～,13:25～,14:20～,15:15～

【所要時間】45分
【対象】小学1年生〜小学6年生
【定員】15人【材料費】無料
【出展】東京材木商協同組合

37

【実施日】7/30～7/31
【実施時間】10:00～,10:55～,11:50～,

13:25～,14:20～,15:15～
【所要時間】45分
【対象】小学3年生〜小学6年生
【定員】12人
【材料費】無料
【出展】かはくボランティア（昆虫グループ）

「昆虫をよく知ろう」
私たちの住む地球上で，数のうえでもっとも繁栄している
動物は昆虫です。身近にいる昆虫のことをよく知り，その
小さな生き物たちを通して自然に眼を向けてみませんか。

22 はてな？なるほど！電気ゼミナール
「静電気ってなんだろう」

光、熱、力などの元となり、私たちの生活になくてはならな
い電気。カミナリ体験など、いろいろな静電気の実験で不思
議な電気の正体を確かめてみよう！

【実施日】8/2～8/3【実施時間】10:00～,
11:00～,12:00～,13:30～,14:30～,15:30～

【所要時間】30分
【対象】小学1年生〜中学3年生
【定員】18人【材料費】無料
【出展】（一社）電気学会 東京支部

33 「カラフルLEDミニあんどん」を作ろう
あんどんはロウソクの炎を明かりとした照明です。本教室で
は、手のひらサイズの行灯を作ります。光はLEDを使い7色
に変化する楽しい行灯を作ります。

39

【実施日】8/5～8/7
【実施時間】10:00～,11:20～,13:20～,
14:40～【所要時間】60分

【対象】小学3年生〜高校3年生
【定員】15人【材料費】300円
【出展】岐阜工業高等専門学校

8
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エコーマイクをつくろう
―サイエンス・エンジェルと音の冒険―

「音はなぜ聞こえるの？」という疑問に理系女子大学院生
「東北大学サイエンス・エンジェル」が答えます。プラコッ
プ等を使ってエコーマイクを作り、音の冒険に出かけよう。

【実施日】8/6～8/7
【実施時間】10:00～,11:20～,13:20～,

14:40～
【所要時間】60分
【対象】小学2年生〜小学6年生
【定員】16人【材料費】無料
【出展】東北大学サイエンス・エンジェル

46

アイの生葉で染めよう
アイの生葉をもみ出した緑色の液で染めた後、空気にさらし
てみると…。植物の持っている色の不思議を体験しましょ
う。この季節ならではの楽しい植物染をしてみませんか？

【実施日】8/6～8/7
【実施時間】10:00～,10:55～,11:50～,

13:25～,14:20～,15:15～
【所要時間】45分
【対象】小学1年生〜高校3年生
【定員】12人【材料費】300円
【出展】かはくボランティア（森の色グループ）

47

8/9㊋▶8/14㊐第 3 週

8×8LED電光けいじ板を作ろう
8×8LEDマトリックスを使った電光けいじ板の電子工作で
す。入力した文字列が右から左に流れます。最大25文字の
文字列を4つのスイッチを使って入力できます。

【実施日】8/12～8/14
【実施時間】10:00～,11:20～,13:20～,

14:40～
【所要時間】60分
【対象】小学4年生〜高校3年生
【定員】14人【材料費】800円
【出展】熊本高等専門学校

62

光をつくろう
光をつくってみませんか。いろいろな薬品を混ぜて、赤色や
青色の光をつくってみましょう。

【実施日】8/12～8/14
【実施時間】10:00～,10:30～,11:00～,
11:30～,12:50～,13:20～,13:50～,14:20～,
14:50～,15:20～

【所要時間】20分
【対象】小学1年生〜高校3年生
【定員】10人【材料費】無料
【出展】日本大学 生産工学部

63

音や振動に親しもう！
～「ギリギリガリガリ」して振動に親しもう！～
簡単な工作で、電池不要でプロペラが回転するおもちゃで
す。コツをつかむと左右に自由に回転できるようになりま
す。工作に加えて、なぜ回転するのかを解説します。

【実施日】8/13～8/14
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】30分
【対象】小学5年生〜高校3年生
【定員】5人【材料費】無料
【出展】（一社）日本音響学会

64

当日

音や振動に親しもう！
～音の現象に親しもう！～
グラスハープを鳴らしてみたり、板の振動の模様を観察した
り、声の模様を観察したり、音や声の現象を楽しんで体験で
きます。ご自分の声の模様はお持ち帰りできます。

【実施日】8/13～8/14
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】一通り体験すると30分
【対象】3歳〜高校3年生（保護者も参加可）
【定員】なし【材料費】無料
【出展】（一社）日本音響学会、日本音声学会

65

当日

紙の親子バランスバードつくり
３つのバランスバードを作ります。仲の良い親子鳥の作品は風にゆら
いで、机の上で癒してくれるでしょう。

【実施日】8/12～8/14
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】15分
【対象】小学3年生〜高校3年生（参加条件は
ハサミが使えること）

【定員】10人【材料費】無料
【出展】東京都立産業技術高等専門学校

61

当日

エネラボ！！
～電気のつくり方教えます～
今朝起きてから電気を使いましたか？使った分の電気を作る
のはどのくらい大変かな？エネラボでは私たちの生活に欠か
せない電気エネルギーの色々な作り方を体験できるよ！

【実施日】8/12～8/14【実施時間】10:00～,
10:40～,11:20～,12:00～,13:30～,14:10～,
14:50～,15:30～

【所要時間】30分
【対象】小学4年生〜小学6年生
【定員】12人【材料費】無料
【出展】函館工業高等専門学校

57

リングキャッチャーで遊ぼう
輪にしたひもにリングを通して落とすと、ひもがリングを
キャッチして下に落ちないという不思議な物理現象の再現に
チャレンジしてもらいます。このナゾがとけるかな。

【実施日】8/12～8/14
【実施時間】10:00～16:00（受付は15:50まで）
【所要時間】10分
【対象】小学1年生〜高校3年生(小学3年生以
下は保護者同伴)

【定員】10人【材料費】100円
【出展】科学講座研究会

58

ホイール万華鏡つくり
ご自分が書いた絵や貼ったものを、オブジェクトにして万華
鏡のしくみについて学習いたします。世界で唯一の自分だけ
の万華鏡を作りましょう。

【実施日】8/12
【実施時間】10:00～,10:40～,11:20～,
12:00～,13:30～,14:10～,14:50～,15:30～

【所要時間】30分
【対象】4歳〜小学6年生
【定員】18人【材料費】150円
【出展】かはくボランティア（おもしろ科学塾
グループ）

59

当日

科学自由研究世界大会（Intel ISEF）日本
代表と元素記号ビンゴをしよう
高校生の科学自由研究世界大会「国際学生科学技術フェア

（Intel ISEF）」経験者と元素記号ビンゴを通して交流しよ
う。自由研究の相談にも乗ります。

【実施日】8/12～8/14
【実施時間】10:15～,11:15～,12:15～,

13:15～,14:15～,15:15～
【所要時間】45分
【対象】小学1年生〜高校3年生
【定員】30人【材料費】無料
【出展】NPO法人 日本サイエンスサービス

56

当日

海と船の工作ひろば
「すいすい水力船を作ってみよう！」

紙コップからストローを介して流出する水の力によって自走
する自分だけの水力船を工作して、水槽の中で実験すること
ができます。工作した水力船はお持ち帰りいただけます。

【実施日】8/9～8/11【実施時間】10:00～,
10:55～,11:50～,13:25～,14:20～,15:15～

【所要時間】45分
【対象】4歳〜小学3年生（保護者同伴可）
【定員】12人【材料費】100円
【出展】日本船舶海洋工学会・海洋教育推進委員会

54

こころのさっかく
～ゴムの手が自分の手に？「好き」の理由は？
人形の手が自分の手のように感じてしまうふしぎな体験、

「これが好き」とえらんだ好きの理由が思わぬところに…。
ちょっと変わった体験を通してこころの仕組みを知ります。

【実施日】8/9～8/11
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】15分
【対象】4歳〜高校3年生【定員】6人【材料
費】無料【出展】静岡英和学院大学短期大学
部現代コミュニケーション学科心理学ゼミ

55

当日

NTTドリームキッズ
～ネット・ワークショップ～
NTTで開発された誰でも簡単にプログラミング楽しめる言
語「Viscuit (ビスケット)」を使って，コンピュータの可能
性と楽しさを体験します。情報通信の仕組みも学べます。

【実施日】8/9～8/11【実施時間】10:00～,
10:55～,11:50～,13:25～,14:20～,15:15～

【所要時間】45分
【対象】小学3年生〜中学3年生
【定員】24人【材料費】無料
【出展】日本電信電話株式会社

53

偏光板万華鏡作り
カメラ、パソコンに使われている、偏光板と透明なプラス
チックスを使用して、万華鏡のしくみと偏光について学習し
ます。世界で唯一の自分だけの輝きを手にいたしましょう。

【実施日】8/9～8/11【実施時間】10:00～,
10:40～,11:20～,12:00～,13:30～,14:10～,
14:50～,15:30～【所要時間】30分

【対象】4歳〜中学3年生【定員】12人
【材料費】100円【出展】かはくボランティア
（おもしろ科学塾グループ）

52

もっと楽しく！算数の世界
算数といわれるだけで「ちょっと嫌だな」と思ってしまうの
はもったいない！もっと楽しく、企画によっては競い合いな
がら、算数の世界を知ってもらえたらと思います！

【実施日】8/9～8/11
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】10分
【対象】小学1年生〜高校3年生
【定員】15人【材料費】無料
【出展】東京理科大学 Ⅱ部研究会数学研究部

51

当日

自分で作るスライムと科学の不思議体験
スライムを自分で作ってみよう。光るスライムもある
よ。他にも磁石などを使った科学の遊びがあるよ。見
て・触って・科学の不思議を実感しよう！

【実施日】8/9～8/11
【実施時間】10:00～12:30（受付は12:00まで）

13:30～16:00（受付は15:30まで）
【所要時間】15分
【対象】5歳〜小学6年生
【定員】15人【材料費】無料
【出展】香川高等専門学校 サイエンスクラブ

48

ピュータークラフト
－スズの鋳造でかわいい小物を作ろう－
230℃で溶けるスズという金属と砂型を使って、貝殻など
の形をした小物を作ります。金属が溶けて固まる現象や
鋳造という金属製品の製造技術を身近に体験できます。

【実施日】8/9～8/11【実施時間】10:00～,
11:20～,13:20～,14:40～

【所要時間】60分
【対象】4歳〜中学3年生（未就学児は保護者
同伴）【定員】20人【材料費】200円

【出展】鈴鹿工業高等専門学校

50

センサで遊び、センサを知ろう
ゲーム機のコントローラやおもちゃに使用されているセンサ
を紹介し，体験実験を通じてセンサについて学びます。実験
は，卓上でできる簡単な実験を行います。

【実施日】8/9～8/11
【実施時間】10:00～,11:20～,13:20～,

14:40～
【所要時間】60分
【対象】小学5年生〜中学3年生
【定員】15人【材料費】無料
【出展】豊田工業高等専門学校

49

当日

ⓐ親子で体験！環境にやさしい草木染　
ⓑ香りの化学！試香と香りのミニコンテスト
ⓐ身の回りにある物を有効活用した草木染を体験することが
出来ます。夏休みの自由研究にピッタリ！？
ⓑ香料の世界へようこそ！植物由来の精油（エッセンシャル
オイル）を中心とした試香体験が出来ます。コンテスト形式
で参戦をお待ちしています！！

【実施日】8/12～8/14
【実施時間】ⓐ10:00～,11:50～,14:20～

ⓑ10:55～,13:25～,15:15～
【所要時間】45分
【対象】ⓐ小学3年生〜高校3年生（小学生は
保護者同伴） ⓑ小学3年生〜高校3年生

【定員】ⓐ6人　ⓑ12人【材料費】無料
【出展】東京都立産業技術高等専門学校
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石は何からできているの？
身近にある石。よく見るとびっくりする世界があります。地
球の歴史まで教えてくれる石の世界をちょっとのぞいてみま
しょう。

【実施日】8/6～8/7
【実施時間】10:00～,10:40～,11:20～,
12:00～,13:30～,14:10～,14:50～,15:30～

【所要時間】30分
【対象】小学3年生〜高校3年生
【定員】12人【材料費】50円
【出展】かはくボランティア（岩石グループ）

45




