
2019 年度 7 ～ 8 月の催し物のご案内

夏夏夏
号号号号

科学科学センター

実験や工作・科学体験

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 27 日 ( 土 )

★ 2 日目　7月 28 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 4 年生～中学生

定員　　：　50 名（先着順）

参加費　：　2,500 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）

　　　　　　にてお申し込みください。

募集期間：　7 月 6 日（土）9:30 から開始（先着順）

　　　　　　※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。

夏休み工作教室「ホバークラフトを作ろう」

空気の力で車体を浮上させて，プロペラを使って走行する
ホバークラフトを作ります。

　　   

　時間 :１３ ： ００～ 15 ： ３０ 

対象　　：小学４年生～中学生

定員　　： 30 名（先着順）

参加費　： 500 円（材料代）

参加方法：

募集期間：7 月 20 日（土）9:30 より開始
　　　　　

サマーサイエンススクール

      　

・ 8 月 18 日 ( 日 )

電話 or ホームページにてお申し込みください。

※定員に達し次第，募集を終了します。

・ 8 月 24 日 ( 土 )
　　  

　時間 ;①10:00 ～ 11:30 または

    　　 ②14;00 ～ 15:30
科学センターで育てたアイの葉をつかって
藍染めの仕組みを学びながら、ハンカチを染めてみよう。

対象　　：小学年～中学年 ( 小学生は保護者の同伴必須 )

定員　　： 各回 20 組 40 名程度（先着順）

参加費　： 子ども一人 300 円（保護者無料）

　　　　　

※各回定員に達し次第，募集を終了します。

※汚れてもよい服装でお越しください。

こども藍染め教室

募集期間：7 月 20 日（土）9:30 より開始
　　　　　

参加方法：希望する回と時間を選択の上、

　　　　　電話 or ホームページからお申し込みください。

　　　　　

★ 3 日目　8月 25 日 ( 日 )



月のふしぎ

※悪天候時は中止。（18：30 に実施可否を判断します）

8 月 15 日 ( 木 )，8 月 16日 ( 金 )

星座早見を工作して使い方を学び，実際に夏の大三角を

観察します。大型望遠鏡で土星などの観察も行います。
　 

●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　工作者一人あたりにつき 300 円

●申込み　 ホームページまたは電話にて。　

　　　　　 （７/20 日（土）9:30 より開始）

　　　       　　

8 月 4 日 (日 )，23 日 ( 金 )　
19:00 ～ 21:30　《希望日選択》

●対象　　 どなたでも

　　　　　 （小中学生以下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。（19：00 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 ( 月祝 )20:00 ～ 22:00

特別観望会

親子で楽しむ

特別観望会

芝生広場にて，ぺルセウス座流星群の観察を行います。
大型望遠鏡で月や惑星も見ます。

●対象　　　幼児とその保護者

●参加料　　無料

●申込み　   不要

　　　　　　

親子で楽しむ 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！

天文台で七夕飾りを作ろう！

四国最大の望遠鏡を用いて、自分のカメラで土星
を撮影しよう！

天文台で七夕飾りを作ったり，短冊を書いて星に願い

をこめましょう！

　　★紙芝居の読み聞かせもあります★

　　①１０：30 ～

　　②１１：30 ～

　　③１３ : 1０～

　　④１４ :  00 ～

(1 回約 10 ～ 15 分程度 )

※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）の投映を行います。

　暴風もしくは大雨警報発令時は中止です。

7 月 6日 ( 土 ) ～ 7月 7日 ( 日 )　

19:30 ～ 21:30≪希望日選択≫

午前10:00 ～ 12:00, 午後 13:00 ～ 16:00

企画展

　身近な天体『月』ってどんな天体だろう？日本の月周回衛星かぐやの観

測成果や、クレーターの模型、月の砂のレプリカなど、月に関する展示を

一挙公開！夏休みの自由研究のヒントを探してみよう。

　 

●対象　　小学生～大人（小中学生は保護者の同伴必須）

　　　　　一眼レフ or コンパクトデジカメ持参の方

●定員　　各回 15 組 30 名程度 ( 先着順 )　　

●参加料　大人 300 円、高校生 250 円、小中学生 200 円

●申込み　 ホームページより７/20 日（土）9:30 より開始

　　　       　　

8/１[木 ] ～
       8/31[ 土 ]



藍染めをカガクしよう！

アイの葉で布が青く染まるのはなぜ？

藍染めのしくみを化学で解き明かします。

20日
(土)

うずの不思議

空気のうずや水のうずの不思議な現象を観察しよう。

21日

(日)

トランジスタのはたらきを調べよう

23日

(火)

簡単！クルクル！

6日

(土)
音は空気の振動で伝わります。振動のさせ方を変えて

いろんな音を鳴らして楽しもう。

7日

(日)

空気の力であそぼう！

空気の力でものを浮かべたり、飛ばしたりして遊ぼう。

13日

(土)

植物は，仲間を増やすため種子を作ります。

広い範囲に子孫を残すため風を利用して種子を飛ばすものも

あります。飛ぶ種子の模型を作って飛ばしましょう。

28日

(日)

30日

(火)

まだまだあるぞ！フルーツ・パワー

25日

(木)

ふしぎ物質 ゴム！

24日

(水)

不思議！水に浮かぶ文字

14日

(日)

26日

(金)

食べるとおいしいくだものには，まだまだすごい

秘密のパワーがあるのです。さらに実験して

確かめてみましょう。

27日

(土)

ピークを飛ばしてみよう

31日

(水)

フネのいろんな進み方

回転している物体が飛びやすくなることを確かめよう。

種の模型を作って飛ばそう

７月７月

7日

(水)

磁石でおもしろ実験！

磁石の性質を確かめながら，さあ，いろんな
実験をしてみましょう。

6日
(火)

〇〇電話で音を伝えよう

いろんな電話で音を伝えて仕組みを確かめよう。

4日

(日)

圧力の不思議

圧力が変わるとどんなことがおきるのか
確かめてみよう。

1日

(木)

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。

LEDを使った回路を楽しもう!

LEDの性質を知り、LEDを活用した回路を使って

いろいろと実験しよう。

3日

(土)

響き合う2つのコイル

2日
(金)

え～っ？そんな形なのにどうして？！

不思議によく飛ぶ飛行機の秘密を探ってみましょう。

14日

(水)

15日

(木)

よく飛ぶ！不思議な飛行機

9日

(金)

8日

(木)

水を吸うプラスチック！？

携帯トイレや保冷剤の中身、高吸水性ポリマーで

遊ぼう。オリジナル芳香剤もできるよ。

10日

(土)

タマネギでハンカチが染まるよ

タマネギの皮を使うと、布をやさしい黄色に
染めることができます。見てみよう。

絵を描いたカードを水の中に入れると
絵が変わっちゃう！？光の性質がタネあかし。

     11日   

(日)

光通信の実験をしよう

光電池やＬＥＤを使って簡単な光通信の実験をします。

光ファイバーなども使います。

17日

(土)

虹を作ってみよう

虹を作ってどんな色が見えるか観察してみよう。

  

16日

(金)

水に入れると絵が変わる！？

８月８月

参加無料。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
※ ８/１4 ～ ８/１7 は　１１：００～ も行います。　　

18日

いろんな音をたのしもう!

おいしく科学！色の不思議

                                                                                    

○○は急には止まれません

錯覚の不思議を体験しよう

脳の働きによって起こる錯覚。その不思議な錯覚の

世界を，ぜひ体験してみませんか。

コイルと磁石を使い紙コップや空き缶などに取り付けスピーカーを作り

音楽プレイヤーにつなげて音を出す実験をします。

また，このスピーカーをマイクとして使います。

 

手作りスピーカー(マイク)の実験

(日)

「リトマス反応」を知っていますか。実は，ある食べ物を使うと，見て不思議，

食べておいしい酸性・アルカリ性を確かめる実験ができるのです。

トランジスタには，小さな電流を大きくする
はたらきがあります。またスイッチのはたらきもあります。
トランジスタを使っていろいろな実験をします。

ファラデーモーターを作って電気と磁石の
不思議をさぐろう。

あるものにマジックで文字を書き，そっと水に浮かべると…？！なんと，

文字だけが水面にぷかぷか浮かぶのです。その不思議を体験してみましょう。

ゴムは伸ばすと熱くなり、縮めると冷たくなります。
感じてみよう。

アナグリフ(青赤めがね)を作り、静止画や
動画の立体視を楽しもう。

3Dめがねを作ろう

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。

磁石の不思議
永久磁石や電磁石を使った実験を楽しもう。

2つのコイルの片方に音楽プレーヤーを、

もうかた方のコイルにイヤホンをつなぎコイルを近づけると

線がつながっていないのに音が聞こえる不思議な実験です。



〒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

(木)

電磁波の不思議

電波、赤外線、可視光線、紫外線などを
使った実験をしてみよう。

25日

(日)

20日
(火)

水のみで動く水飲み鳥

電池は要りません！なぜ動き続けるのか，
水飲み鳥の秘密を探ってみましょう。

21日

(水)

人工イクラを作ろう！

ぷにぷにの感触が楽しいイクラを
化学の力で作り出します。

24日

(土)

27日

(火)

ブラックライトの世界

23日

(金)

音が作り出す世界を体験しよう

音が原因のいろいろな現象を観察しよう。

29日

(木)

28日

(水)

いろんな音を作ってみよう

音の秘密を調べて、いろんな音を鳴らして楽しもう。

圧電素子を使って発電しよう

30日

(金)

レモンで『はい，チーズ！』

牛乳にレモンを加えると…？あらあら，不思議！
見る見るうちにチーズができるのです。
実験して確かめましょう。

31日
偏光板で遊ぼう

黒い壁が見えたり消えたり！透明なものがカラフルに

見える？フシギな光のお話。

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 ( 各回 50 分間実施 )

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うえでご参加ください。

　　　　　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うえ，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工作を行います☆

阿南市科学センター

(土)

紫外線を当てると違った世界が見えてきます。
不思議な色の世界を楽しもう。

かんたん！わくわく工作

( 土 )8/12
（月）

     切り折り紙飛行機を飛ばそう

ケント紙で長く飛ぶ旅客機や速く飛ぶ

戦闘機を飛ばしてみよう。

7/15

( 月 )

空力翼艇を飛ばそう

空気の圧力を利用して機体をすべるように

飛ばしてみよう。

〇〇でとかす！
あんなものやこんなものを，とかしてしまう

〇〇の不思議なパワー。知っておくと役に立つ

フルーツを使った実験です。

磁石の性質を探ろう

磁石については，小学校3年生で学習します。ここでは，

3年生で学習しない内容の簡単な実験をします。

圧電素子は，ひずみを与えると発電します。

圧電素子でＬＥＤを光らせたり，ギターに取り付け

エレキギターを作ったり，レコードをならしたりします。

9/1
(日)

空気の力で遊ぼう

空気の力でものを浮かべたり、飛ばしたりして遊ぼう。
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