
低学年 高学年 1年 2年 3年

2 歯ブラシで作ろう，振動ロボット

使い古しの歯ブラシに振動モータとボタン電池を取

り付けて，振動で進むロボットを作成する。歯ブラ

シの癖の付け方で走り方が違ってくるので，いつま

でも終わりがない。

理科，図画工作 ○ 15分～120分 適宜 〇
△

(少し易
しい)

・フェライト磁石
・円盤型　振動モー
ター
・リチウム電池
・トイレットパーパー
の芯
・はさみ
・色ペン
・両面テープ
・はんだ吸い取り線

各自で振動ロボットを作り，お
持ち帰りいただきます。成果
品の遊び方次第で時間調整
可能。

生産システム
工学科(機械)

ご準備いただく物品 備考 担当学科

平成29年度出前講座一覧

テーマ名 内容 教科目との対応
新学習指導要領
への対応可否

所要時間 受入人数
対象者

小学校 中学校
一般市民 教員

10名以下 〇 〇

4 空気砲を作って遊ぼう
段ボール箱を工作し空気砲を作る。煙を使い渦を可視化
する。家庭では作ることが困難な巨大な（数メートル）空気
砲で渦の動きを予想・観察する。

理科，図画工作 ○ 60～120分

1
レゴブロックで作るレスキューロボッ
ト

レゴブロックを用いて，レスキューロボットの作成

を行う。事前に作る手順を書いた説明書を作成し，

当日，参加者に説明書に従って作成してもらう。

総合学習 ○ 60～120分

3
イルミネーションプレートを作って
みよう

アクリル板を下からLEDで照らすイルミネーションプ

レートを作成する。受講生各自が考案したデザイン

をルーターで削り，オリジナリティを出す。

図画工作，技術 ○ 120分

〇
電源用テーブルタッ
プを人数分

成果物を持ち帰ることはでき
ません。成果品の遊び方次
第で時間調整可能。

生産システム
工学科(機械)

各自でイルミネーションプ
レートを作り，お持ち帰りいた
だきます。

生産システム
工学科(機械)

15名以下 〇 〇 〇 〇 〇 〇

・イルミネーション
LED（1人2個）

・単三2本用電池ボッ

クス（1人1個）

・単三乾電池（1人2

本）
・ブレッドボード（2人

1つ）

・プラスチックねじ（1

人2セット）

5
紙ヒコーキを飛ばそう！
～どうして空を飛べるのか？～

飛行機や鳥が何故飛ぶのかという講義，イカ型紙ヒ

コーキと輪っか型紙ヒコーキの製作及び試走，飛ば

しっこを通して，空を飛ぶための原理を理解し，流

体力学・航空力学に興味を持ってもらい，理科・工

学への関心を高める。

理科，図画工作 ○ 30分～90分
～40名程

度
○

〇
・段ボール（1人1つ，
抱えられる大きさ）
・ガムテープ

生産システム
工学科(機械)

適宜 〇 〇 〇 〇 〇

筆記用具
（可能であれば，スク
リーン及びプロジェク
タ）
A4サイズコピー用紙

内容，所要時間，人数等は
調整可能。
紙飛行機を投げる広さが必
要。

生産システム
工学科(機械)

○ ○ ○ ○ ○

7 iPadを使った中学理科実験
化学反応に伴う「質量保存の法則」を確認する実験をiPad

のアプリケーションでシミュレーションし必要な計算ができる
ようになる。学習指導要領準拠の理科授業である

理科 〇 45 40

△100名以下 〇 〇 △ △ △6 エネルギー・ラボ体験展示

「エネルギーを体験する」
電気エネルギーを中心に，いろいろなエネルギー利用の
方法や発電の原理を体験しながら学ぶ。自転車発電，火
力発電，風力発電，バンデグラフ，手まわし発電，ペットボ
トルアップ，足踏み発電，温度差発電等がある。要望にあ
わせてある程度自由度がある。

理科，技術 ○ 60～120分

〇 〇 〇

氷，市販のロックアイ
スで可

所要時間は調整可能。
小学校1・2年生は保護者や
高学年の児童の参加が必
要。

生産システム
工学科

私たちは色々な光の中で暮らしていますが、その多くは
様々な色の光が混じり合ったものです。分光シートを使うと
その光を色々な光に分解することが出来ます。
この講座では、分光シートと紙コップで光の万華鏡を作りま
す。
空ける穴の位置で見える光の模様が変わります。
誰の作った万華鏡が一番きれいに見えるかな？

理科、総合学習 ○ 45分程度

筆記用具 iPadは函館高専所有のもの 物質環境

9
理系女子実験隊による体験型出前
講座「おもしろ科学実験!!」

女子学生および女性教職員を中心とした「理系女子実験
隊」が，様々な体験型おもしろ科学実験を行います．

理科・総合学習 ○ 90分 20名程度 ○

机・椅子　児童の人
数分＋学生5人分
工作材料（分光シー
トなど、事前相談）

学生が主体となって行う講座の
ため，授業のある期間以外の平
日での実施となります。
土曜日も可能です。（要相談）

一般理数系
30人位ま

で
○8 カラフル万華鏡

実験内容により異な
ります．詳細は申し
込み時にお知らせし
ます．

理系女子実験隊が実施しま
す．

一般理数系○ ○ ○ ○

△保護者
として付き
添いの場
合可

○



低学年 高学年 1年 2年 3年
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11
みんなで安全を考える危険予知ト
レーニング（KYT）

イラストシートを使用した危険予知トレーニング（KYT）。グ
ループで危険について話し合い、まとめて発表する。たくさ
んの意見を聞くことにより、より多くの危険の可能性に気づ
いてもらうことが目標。

総合学習 ○ 90分 30名程度

30名程度 〇 〇10
混ぜるだけでカンタンにできる！
スーパーボール工作

スーパーボール工作を通して，化学反応やゴムについて
の知識を身に付けることができる。作ったスーパーボール
を持ち帰って遊ぶことができる。

図画工作，理科 ○ 90分

○ ○ ○ ○

机（子どもたちが作業で
きる広さが必要），水
道，ラテックス（1kg￥4,0

00），紙コップ（200 mL

以上，1人あたり3個），
竹串（15cm程度，1人当
たり3本），ポリ手袋（子
ども用），ごみ袋，養生
テープ

準備に30分ほど時間がかか
ります。汚れてもよい服装で
お願いします。ゴムアレル
ギーのおそれがあるので該
当の方はご注意願います。

技術教育支

援センター

本校で製作したスターリングエンジン模型の組立て、運転
を体験する。スターリングエンジンは、アルコールランプの
火で加熱して動かす。組立てを通じてモノを作る楽しさを
学ぶ。

図画工作、理科 ○ 90分～120分

グループ（5,6名）毎
に、
・模造紙（全判）1、2
枚・マジックペン（太
字以上）黒含む数色
各人筆記用具

・教室での講座を想定してい
ます。
・グループで机を合わせて大
きなテーブルを作ります。
・プロジェクターとスクリーンを
使用します。

技術教育支
援センター

13

燃料用アルコール
（500ｍL程度）

・アルコールランプを使用す
るので火傷に注意が必要で
す。
・金属を使用するのでアレル
ギーの方は注意が必要で
す。
・プロジェクターとスクリーンを
使用します。
・数名で協力して１台を組立
てます。

技術教育支
援センター

～30名 ○ ○ ○ ○12
作ってみよう！スターリングエンジ
ン


