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名古屋少年少女発明クラブ

皆さまのご協力により、名古屋少年少女発明クラブは運営されております。

電話
ファックス

名古屋少年少女発明クラブ公式ウェブサイト
https://nagoya-hatsumei.org/

検索名古屋少年少女発明クラブ

052-972-2419
052-972-4135

2021年度 協賛企業・団体

株式会社シーアールイー
ダイコク電機株式会社
株式会社テックササキ
トヨタ産業技術記念館
名古屋電気学園
ブラザーミュージアム
理化学研究所

（順不同、敬称略）

名古屋市科学館 ロボカップジュニアなどにてパネルを掲示しています

※社名、団体名は2022年4月1日現在の名称です。

名古屋少年少女発明クラブとは
「ものづくりや科学技術についていろんなことを学びたい」、「おもしろい実験をしてみたい」、
「自分のアイデアやデザインを作品にしたい」という子どもの夢を形にするところです。
学校では学べないことや、おうちで体験できないことを楽しみながら学べます。

※ 写真はイメージも含まれます。新型コロナウイルス感染防止のための措置を講じたうえで各教室を実施しています。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止等のため、各教室が中止・延期・開催方法変更になることがあります。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。

ロボカップジュニア東海ブロック大会

自律型ロボットによる「サッカー」、「レスキュー」、「オンステージ」の競技を行っています。

サッカーチャレンジ オンステージ

ロボット体験

自律型ロボットの製作や
ロボットを動かすプログラム

の作り方を学びます。

ものづくりチャレンジ教室

自然の素材や身の回りの材料
を使用して工作を行います。

活動紹介活動紹介活動紹介活動紹介

2022年
度

2022年
度

2022年
度

名古屋少年少女発明クラブとは
「ものづくりや科学技術についていろんなことを学びたい」、「おもしろい実験をしてみたい」、
「自分のアイデアやデザインを作品にしたい」という子どもの夢を形にするところです。
学校では学べないことや、おうちで体験できないことを楽しみながら学べます。

科学ものづくり教室

ものづくりや科学について
学習できる教室です。

プログラミング教室

幅広く、楽しくプログラミングを
学びます。

あいち少年少女創意くふう展

科学ものづくり自由創作教室
で作った作品は あいち少年
少女創意くふう展に出品でき
優秀作品は表彰されます。



※開催予定日は名古屋市科学館ウェブサイトで確認ください。　
地球工房

ものづくり教室
きれいな鉱石・結晶をデコレーション！
天然の素材がどんなふうに見えるか？
新たな発見？空間デコレーションを楽
しんでみよう！

★作品例★
「ぱたぱたチョウ」
小学3年生向け
磁石を使った工作
です。

※サッカーロボット教室・サッカーロボット工房の開催予定日は名古屋市科学館ウェブサイトで確認ください。

科学ものづくり自由創作教室

科学ものづくり
自由創作教室

（小学5年～中学生）
5,000円 8月の火・金

計9日間

名古屋市科学館
各種センサやギアボックスなどの材料で参加者が自由な発想でものづくりに取り組
みます。制作した作品は、あいち少年少女創意くふう展に出品します。

教室名(対象学年) 参加費 開催日・定員

３

手が不自由な人のためのページめくり装
置です。２種類のローラーにより、ページ
を接着して持ち上げ、持ち上がったペー
ジを遅れて押さえていく仕組みです。ボ
タンを押すだけで、ゆっくり本のページ
をめくっているような動きをします。

家にある扇風機でもっと涼しい風にあたる
ための装置です。筒の中に布でひだをつく
り、下から水を吸わせて筒の中に風を通す
と、水の蒸発する気化熱で周りの温度が下
がる仕組みです。実験したところ、温度が
3℃下がりました。

教室概要

       　　★作品例★
　　「宇宙飛行士アサラ」
磁石の付いた紙コップをアサ
ラ（カプセル）に近付けると、
アサラがくるくると回ります。

出前ものづくり教室
ものづくり工房

　　　　★作品例★
　　　「リニアモーター」
積層電池の電極をアルミテープ
に押し付けると、アルミテープを
巻いたストローが進みます。

ものづくりチャレンジ教室

ものづくり工房
（科学館来館者） 無料 名古屋市科学館

理工館3階 創造のひろば 身の回りの材料を使った工作教室です。

地球工房
（科学館来館者） 400～1,000円 名古屋市科学館

生命館2階 発見処 鉱石や草木など自然の中から得られる素材を使った工作教室です。

教室名(対象学年) 参加費 会場・開催日 内　容

名古屋市科学館来館者などを対象に、ものづくり教室を随時開催しています。自然の素材や身の回りの材料を使用した工作
教室のほか、地域からの要請に応じて市内小中学校へ出張しての教室開催もしています。

出前ものづくり教室
（小中学生） 無料 市内小中学校 学校からの依頼に応じて市内小中学校などで行う工作教室です。

ものづくり教室
（科学館来館者） 200円 やや高度な実験・工作教室です。

開催日

土曜日

土・日・祝日

年間5回程度

第3土曜日名古屋市科学館
生命館６階 学習室

ロボット体験

サッカーロボット工房
（小学4年～中学生）

名古屋市科学館
理工館3階 創造のひろば

サッカーロボット教室で製作したサッカーロボットを改良して、
ロボカップジュニアで使われるコートで試合の体験ができます。

サッカーロボット教室
（小学4年～中学生）

名古屋市科学館
生命館6階 実験室

サッカーロボットの組み立てを一日で行います。プログラムは
下記サッカーロボット工房に通うことで覚えることができます。

教室名(対象学年) 会場 内　容

ロボットの組立教室やプログラミング、操作教室を開催しています。また、主にロボット教室やロボット工房の参加経験者を
対象にしたロボカップジュニア地区大会・東海ブロック大会を開催しています。

第1，3日曜日

第3日曜日

開催日

レスキューロボット教室
（小学4年～中学生）

無料、事前申込制
（ロボット教室経験者）

22,000円

参加費

10,000円
なごやサイエンスパーク
先端技術連携
リサーチセンター

自律型レスキューロボットのプログラミング体験を通じて、ロボ
カップジュニア レスキューチャレンジへの出場を目指す基礎コ
ースです。

あいち少年少女創意くふう展2021 受賞作品

名古屋市長賞受賞作品
「メクッタる」

11月～１月
の日曜日
計６日間

ロボカップジュニアジャパンオープン2023出場を目指しています！

ロボカップジュニア地区大会

レスキューサッカー

レスキューロボット

５

４

【会場】
【内容】

レスキューロボット
工房A・工房B

（小学4年～中学生）

なごやサイエンスパーク
先端技術連携
リサーチセンター

レスキューロボット教室に参加した方を対象に、ロボットやプロ
グラミングを改良し、ロボカップジュニア レスキューチャレンジ
への出場を目指します。工房Bはステップアップ教室です。

5月～１0月
の日曜日
計7日間

名古屋市教育委員会賞受賞作品
扇風機の前に置くだけ！「エコ冷風扇」

レスキューロボット教室・工房

サッカーロボット

工房A は 無料、工房B 
は6,000円（事前申込）
工房Bは工房A受講者

名古屋少年少女発明クラブ 2022年度の活動内容

中学生科学実験教室
（中学1年～3年生）

10,000円
5月～9月の日曜日

計6日間
午前・午後2コース
各コース18名 計36名

先端技術連携リサーチセンター(守山区)、理化学研究所(守山区)
講義と実験を通じて、科学の面白さを学びます！「電子センサーの実験」
「不思議な光と色の実験」など6テーマ、特別講座あり

科学ものづくり教室
（デリバリー）

（小学4年～中学生）
10,000円

4月～3月の主に
土・日曜日

計6日間 9コース
各コース12～24名

計158名

トヨタ産業技術記念館(西区)、ブラザーミュージアム(瑞穂区)、
先端技術連携リサーチセンター(守山区)
生涯学習センター(東・千種・中川・瑞穂・昭和)
(第1期)「ターボファンでつくり出した空気の力で走る車をつくろう」
(第2期)「壁など障害物にぶつかると進路方向を変えて走る車をつくろう」

教室名(対象学年) 参加費 開催日・定員 教室概要

科学ものづくり教室 卒業生
コメント

・自分で考えながら作り出すという工程は、どんな将来の道で
　も役立つと思います。
・学校や家では教わらないことが発明クラブでは学べます。

航空宇宙ものづくり教室
（小学4年～中学生） 5,000円

7月の平日 計2日間
午前・午後4コース
各コース26名 計104名

【会　　場】

【工作テーマ】

ラベルライター分解
組み立て教室

（小学4年～中学生）
1,500円

【会         場】
【内         容】

プログラミング教室

３次元設計教室
（中学1年～3年生） 3,000円

7,8月 計2日間
初級2コース・中級1コース
各コース6名 計18名

【会場】
【内容】

教室名(対象学年) 参加費 開催日・定員

中学生AI
プログラミング教室
（中学1年～3年生）

3,000円 8月の平日 計2日間
40名

【会場】
【内容】

3,000円
8月の平日 半日 
午前・午後2コース
各コース20名 計40名

【会場】
【内容】

マイコンボード
プログラミング教室
（小学4年～6年生）

株式会社シーアールイー
製造業の現場で使われている３次元CAD ソフトを実際に操作しながら航空機
部品を設計し、3Dプリンターで出力します。
名古屋市立大学滝子キャンパス
プログラミング言語Pythonで、プログラミングの基礎や機械学習を用いた手書
き文字の認識まで学びます。
中村生涯学習センター
トレーニング用小型コンピュータを用い、コンピュータがどのようにプログラ
ムで動くのか、Scratchからコンピュータ言語まで体験します。

教室概要

【会　　場】
【学習テーマ】

１

名古屋市工業研究所(熱田区)
「宇宙ステーションを往復するオリジナルなスペースシップの模型をつくろう」

【会　　場】
【工作テーマ】

1,000円
8月の平日 半日
午前・午後2コース
各コース10名 計20名

【会場】
【内容】

ロボットカー
プログラミング体験教室
（小学5年～6年生）

中村生涯学習センター
自走式のロボットカーをScratchでプログラミングします。走らせるだけではなく
ライトや音響なども用い、自動車の自動運転がどんなものなのかを体験します。

２

3,000円
【会場】
【内容】

ドローンプログラミング
体験教室

（小学4年～6年生）

株式会社テックササキ
軽量ドローン「Tello」とプログラミングアプリを使って、プログラミングしたドロー
ンを飛行させます。　　

7月の土曜日 半日
午前・午後2コース
各コース6名 計12名

ブラザーミュージアム(瑞穂区)
ラベルライターの分解組み立てを通して、電子機器のしくみやものづくり
の楽しさを学びます。

マイコンボード
プログラミング教室

３次元設計教室

中学生AI
プログラミング教室

ドローンプログラミング
体験教室

ロボットカー
プログラミング体験教室

ラベルライター
分解組み立て教室

1日2コース
日数、定員調整中

航空宇宙ものづくり教室
作品例

中学生科学実験教室
教室の様子とテーマ

科学ものづくり教室
「空気の力で走る車をつくろう」

ハラハラ迷路
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