「科学はおもしろい！」 をシェアする 科学技術館 のフリー・マガジン

SciTech Kids

創刊号・無料！
2019 Spring/Vol.1

サイテク･キッズ
行くぞ、チャレンジの春だ ! 号
この世界はフシギだらけ。 そのフシギにワクワクしながら、 科学や技術を使って
謎を解き明かしたい！ そして、この世界をもっとステキにできたらいいなあ……。
「サイテク ・ キッズ」 は、 そんな気持ちをみんなでシェアするフリー ・マガジンです。
考 えて みよ う !

どこかおかしな海の写真だ。共通点は何だろう？
ウミガメが
もがいてる？

クラゲかな？
いや、ちがうぞ。

わかったかな。答えは、
「海のプラスチックごみ」だ。

が、海の魚全部の重さを超えてしまう︕という恐る

クラゲみたいに浮かんでいるのはレジ袋。ウミガメが

べき予測もあるのだ（2016 年の「世界経済フォーラ

からまっているのは魚の網（あみ）
。どっちも、プラス

ム」で発表）
。捨てられたプラスチックごみの多くは、

チックからできていて、海に捨てられたんだね。じっ

海に流れ出て、海流に運ばれて、巨大ゴミベルトと

と見てると、海やウミガメの悲鳴が聞こえてきそうだ︕

いう海のごみのたまり場に集まっていく。そこで、マ

プラスチックは、私たちのくらしをとても便利にし

イクロプラスチックという微小（びしょう）な粒子に

てくれた、いまや生活に欠かせないもの。だけど、ご

なって、
海の生き物がそれを食べてしまう。最近では、

みになって捨てられるとき、ある問題が出てくるんだ。

イワシの体内からもそれが発見されており、このま

それは、あまりに作られる量が多くて、ごみになった

まだと魚が食べられなくなってしまうかもしれない︕

とき、リサイクルの処理がしきれないまま大量に海な

海のプラスチックごみはどうすれば減らせるだろう︖

どに捨てられてしまうこと。このままの状態がつづけ

みんなも、身の回りのプラスチック製品を調べて、

ば、2050 年までに海 のプラスチックごみ全部の重さ

ぜひ考えてみてほしい。 ⇒次のページで解決法を考えよう︕

きれいな海をみんなでとりもどそう！

海のプラスチックごみが、
シューズに変身！
世界中の人々がいま、海のプラスチックごみを減らすため海の保護活動に取り組んでいる︕ 今回はスポーツを通じて海の

保護活動に取り組んでいるアディダスジャパン株式会社にとつげき取材︕ シニアマネージャーの西脇さんに話を聞いたよ。
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海ぞいで、ごみをひろう。

プラスチックを細かくして、糸を作る。

海洋環境保護団体「パーレイ」のネットワークで集まった

集めたプラスチックごみを洗い、ラベルをはがし、再利用できるものを選別。そして、

人々が、モルジブなどの海ぞいで、海に流れついたプラス

使えるものを細かくくだいて、ペレット（粒状）にして溶かし、工場で糸にして、特殊

チックごみを回収。地道だけど、とても大切な活動なのだ。

な繊維（せんい）を作る。科学技術がこうしたリサイクルにも役立てられているんだね。

私たちの会社の海を守る活動は、もともと日本だけ

そこでなんとか、それらのごみを再利用できないか、

ではなくて、世界中のオフィスの人々の間で始まって

ということで、パーレイと協力して開発したのが、“海

いるんですね。なぜ「スポーツの会社が海のことを︖」

に流れ着いたプラスチックごみから作った” ランニ

と思うかもしれませんが、私たちの会社では、
「スポー

ングシューズでした。これは 2016 年に発表しまし

ツをとおして、人生や世界をもっとよくしていきたい」

たが、大きな反響がありました。

という考えがあるんです。そうしたなかで、2015 年

最初はみんな「海をきれいにしよう」と聞いても

から「パーレイ・フォー・ジ・オーシャンズ」という

あまりピンときていなかったんですが、
「このままだ

海を守るために活動をしている団体といっしょに海を

と魚を食べられなくなるよ」という話を聞いて、僕

守ることになりました。

もショックを受けました。海中で細かくなったプラ

私たちの会社の製品は、プラスチックからできてい

スチックを魚が食べて、その汚染（おせん）された魚

るものがとても多いので、そのプラスチックごみが海に

を人間が食べると、その人の体にもプラスチックが蓄

流れ出している、ということを知ると、心が痛かった。

積（ちくせき）されて、スポーツもできなくなってしまう。

みどころ紹介！
科学技術館 2019 春特別展

知れば知るほど深くなる !?

もっと知りたい！

海のこと
2019 年３月２１日〜５月６日
※4 月 10 日、24 日のみ休館

科学技術館４階

特設会場

進化する！海の中を知る技術

みんなのアンケート

迫力満点︕ 深さ 4000m の深海を無

から生まれた特別展！

人探査する、チーム・クロシオの自律

みんなから寄せられた

型海中ロボット「AUV-NEXT」の実物

「海について知りたいこ

大レプリカも展示︕（４月１６日まで）

と」のアンケートから生
まれた特別展だよ。海の
ぎもんトップ３など、海
から生まれるおどろきの

地球の海で確かめよう！
デジタル地球儀「スフィア

技術やアイデアがいっぱ

（球体）
」にさわったり、話

い︕ そのみどころをい

しかけてみよう︕ 何かが

くつか紹介しよう。

起こるぞ。

まずは 小さなことから、はじめてみよう！

３

11 本分で
約
ル
ト
ボ
ペット
成 !！
完
が
ズ
ー
1 足のシュ

お話を聞いた人
アディダスジャパン株式会社
アディダスマーケティング事業本部
シニアマネージャー
にしわき

だいき

西脇 大樹さん

ごみがどこにいくのか、想像してみよう！

リサイクルで作られた特殊な繊維から作られた「ウルトラブースト

パー

レイ」シリーズのシューズ。リサイクル費用（ひよう）のぶん少し値段
は高いけど、
「海のために役立ったかな」と思ってはくと、気分がいいぞ！

子供たちがそれを食べて育つと思うと、身につまされる

こ の 活 動 を 始 め て、私 た ち

すよ。自分が着ているものや食

の会社でも、全社員がマイボト

べているものが「何でできてる

ル を 使 っ て、カ フ ェ な ど で も

の？」「どこからやってきて、使

カップをもらわずにマイボトル

い 終 わ っ た あ と ど こ い く の？」

に飲みものを入れるようになり

といったことを、いろいろ想像

ました。ふだん出かけるときも、 してみよう。ごみも、ごみ箱に
エコバックや水筒（すいとう） 捨てたら終わりではなく、「捨て
を持ち歩いています。
家でも、お金をかけずにすぐ
にできることがいろいろありま

られたごみってどこにいくのか
な？」と考えて、家族の人たち
といろいろ話し合ってみよう！

ものがありました。
環境への人々の関心は、日本でも年々高まっていま
すね。去年も、私たちの会社で「ラン・フォー・ジ・オー
シャン」という世界中の人たちが走るイベントを行っ

たいせつな海のために
できること、いろいろ

プラスチックの
ストローがないと
安心だカメ〜

て、日本でも１万 5000 人の人が参加してくれました。

さがしてみよう。

世界の人たちがアプリを使って走り、１ km で１ドルを

• エコバッグや水筒を持つ！

環境保護に寄付するというもので、100 万ドル（約１
億１千万円）を寄付することができました。こうした海
の保護活動を、これからも続けていきたいですね。
●「もっと知りたい︕海のこと」展では、今回紹介したシューズや科
学技術を使った海の保護活動の展示を行ってるよ。ぜひ見てほしい︕

・ごみを捨てるときは、しっかり分別！
・おかしは包みがシンプルなものを選ぶ！
ほかにも、海をきれいにするためのアイデアがあったら
ぜひ教えてほしい。最後のページのはがきで送ってね！

これはふしぎ︕「ぬれない

日本海洋学会の協力によるワークショップ
やサイエンスカフェも、 もりだくさん !!

波 打 ちぎ わ」を、みん な

海にまつわるいろんなことを楽しく学べるワー

「ぬれない波打ちぎわ」 で、 インスタばえ！

で体感しよう。波とたわむ

クショップやサイエンスカフェも、もりだくさ

れたり、沈む夕日を見つめ

ん。くわしいスケジュールは科学技術館ウェブ

たり、楽しみ方はいろいろ。

でチェック。右のQRコードからアクセスしよう。

大人にも大 好評。インス
タばえもバッチリだよ︕
＃うみのこと
＃もっとうみ
＃2019 春特別展

ワークショップの一つ
「巻貝 3D 模型」は５月
４日(土・祝)に開催。巻
貝の CT 画像で 3 次元
模型を作ってみよう︕

「海のこと」 展の情報は
科学技術館ウェブサイトの
特設ページを見てね！

失敗上等！なんでもやってみるのがおもしろい

このコーナーのテーマは、
「なんでもやってみよう！」
。これからいろいろな実験・工作を
紹介していくよ。まずは、すべての実験・工作のキホン、
「観察」にチャレンジしてみよう！

今回のテーマ

拡大して、なんでも見てやろう！
かく

だい

けんびきょう

（「虫めがね」
「持ち運び顕微鏡」
「ルーペアプリ」でも OK !）
用意するもの「ルーペ」
やりかた

1. いろんな場所で、せのびしたり、ねころがったりして、見たいものをさがす。

2. 用意したルーペなどを使って、見たいものをかたっぱしからのぞいてみる。

3. これはおもしろい！と思ったものは写真にとって記録し、みんなで見せ合う。
注意！！

危ないので、ぜったいに太陽を見てはダメ！

これはやくそくだ。

テレビ画面の
「白い」ところ

ねころがっていた
カーペット

教科書の
写真のところ

木の幹に
はりついてた植物

足元に生えてた
ちっちゃい葉っぱ

五千円札の
ざらっとしたとこ

おみやげの
星の砂

（線が意外と太い！）

巻貝みたい？
ネジの先っちょ

窓のホコリをさぐり中

北の丸公園の
サクラのなかのとこ

じょうぎ

十円玉の一部
さようなら平成！

惑星？
じつは…手でした！

今回使用したのは、アーテック 8・30 スコープ。科学技

科学技術館でも、拡大世界を楽しもう！

術館ミュージアムショップの人気商品だ。30 倍の顕微鏡

５階フォレストの展示「虹のしずく」で

をのぞいてピントを合わせてから、接眼レンズのところに

は、モニター画面に水をたらして、光の

スマホのレンズをくっつけて撮影したよ。これは楽しい！

三原色（赤緑青）の世界を楽しめるよ。

水をたらして光アート！

今からでもぜんぜんだいじょうぶ！無料ソフト [ タートルズ］で

＃１ いろんな 図 形を描いて遊ぼう！
プログラミングって、おもしろそうだけど、よくわからない！
と思っているみんなに、プログラミングの楽しさとコツを
お伝えしていきます。第１回のテーマは、図形描きです。
画面上のタートル（カメ）を動かして、いろいろな図形を

ダウンロードのしかた
「turtles（タートルズ）
」は無料で使え
るフリーソフトです。こちらのＵＲＬ
からダウンロードできます。

描くことを「タートルグラフィックス」といいます。無料

https://etoys.jp/

く ら ぶ

キッズプログラミング倶楽部
こうし

講師
デジタルハリウッド大学大学院

のソフト「turtles（タートルズ）」を使って、プログラミ

ミヤサカ研究員

ングにチャレンジしてみましょう。

１. 左側のメニューから、命令を
マウスで ドラッグ して
「スクリプト」の下にくっつけます

2. いろいろ組み合わせたら、
緑色の再生ボタンを
クリック して、実行！

「くりかえし4回」
で、正方形が！

「くりかえし」
と
「みぎまわり」
の数字を変えると
六角形に！

「くりかえし」を
２つ重ねると
こんな図形も！

左側にあるのが
「命令」のメニュー。
いろいろ試そう！

覚えよう！パソコン用語

科学技術館「キッズプログラミング倶楽部」でも待ってるよ！

クリック

もっとプログラミングのこと、くわしく知りたい！ と思ったら、科学技術館パソコン
教室「キッズプログラミング倶楽部」に、ぜひ来てね！ 月に２〜３回ほど、日曜日

マウスの左ボタン
を、１回カチっと
押すこと。

しながら、ミヤサカ研究員がプログラミングを楽しく教えてくれるよ。

ドラッグ

●くわしい内容・お申し込み：https://etoys.j p/kpc

左ボタンを
押したまま
マウスをずらすこと。

●場所：科学技術館パソコン教室 ●費用：1 回 １,５００円

に行っているよ。いろいろなソフトやプログラミング言語を使ってゲームを作ったり
参加したい人は、下のＵＲＬから、ウェブサイトを見てね。

●クラス：体験クラス、初級クラス、応用クラス、特別クラス

サイエンティフィック

イングリッシュ！

Scientific English!

友だちや家族と英語でレッツ・カンバセーション！

うんと気持ちを込めて話すのがコツだよ！

かふんしょう

「花粉症なんだ。 鼻水が止まらないよ…」

春号の
キーフレーズ

アイ ハヴ

Key Phrase

ヘイ

フィヴァ

マイ

ノウズ

ィズ

ラニ～

I have hay fever. My nose is runny...

アチュ～～～ ！！！

Achoo！！！

ア ユ オウケィ？

ア、 アイハヴ ヘイ フィヴァ？

Are you OK?

I... I have hay fever?

男の子「へっくしょ〜〜ん！！！」

女の子「だいじょぶ？」

男の子「か、花粉症かなぁ？」

テｲク
ワ～～ , マイ ノウズ ィズ ラニ～

Waah, my nose is runny...

オウ！ ザッ

トゥ バァ～ド

Oh! That’s too bad.

女の子「あら！ たいへんね。
」

メディスン！

Take medicine!

イッツァ パ～ラン アレジィ！

It’s a pollen allergy!

テｲッ ケア！

Take care!

ヘイ！ ドン リ～ヴ ミ～！

Hey! Don’t leave me!
男の子「わ〜ん、
鼻水が止まらないよ〜。
」 女の子「それは花粉のアレルギー症状よ！」 女の子「おクスリのんでね！ お大事に！」 男の子「ええ！ おいてかないでよ〜。
」
ヴィジュオゥ

ディクショネリィ

Visual Dictionary
シムトムス

イラスト辞典

●Symptoms 症状いろいろォッ！！

: hay fever
メディスンズ

●Medicines お薬いろいろ

目のかゆみ
イチィアイズ

目薬

itchy eyes

アイ

ドラップス

eye drops

くすりのことを知りたいなら、ここ！

科学技術館 3 階

くすりの部屋－クスリウム
メディスン

ラボァトゥリィ

Medicine Laboratory

涙目

鼻用スプレー

ワルァリィ アイズ

watery eyes
鼻水

ネイゾー スプレイ

nasal ｓpray

ラニノウズ

錠剤

runny nose

タブレッツ

tablets

鼻づまり
スタッフィノウズ

stuffy nose
くしゃみ

咳

スニィズ

カフ

sneeze

cough

くすりの部屋は、くすりの研究室をイ
メージした展示室！ くすりについて
のいろいろな知識を、楽しみながら学
ぶことができるよ。くすりの歴史、くす
りのかたち、くすりが体にきくしくみ、

カプセル剤

くすりの安全なのみかた、くすりがで

キャピソゥズ

きるまでなど、テーマにそってクイズ

capsules

やゲーム、ワークショップを楽しもう！

イラスト︓永山もも

集まれ！

みんなでわいわい語り合おう！大人の人にもいろいろ聞いてみよう！

サイテク・パーク
SｃiTech PARK

「ビ ーカーくん」 シリーズで人気のうえたに夫婦 に、理科を楽しむヒケツを聞いたよ！

「なんで？なんで？」の気持ちで、ものに触れてみよう。
は
ショップに
ュージアム
ミ
館
術
！
科学技
ーナーも
ん特設コ
ビーカーく

ゆうきさん 僕は、小さいころから図鑑が好きで、よ
く見ていました。それが今の仕事にもつながってい
ます。手前みそですが、理科が苦手だと感じている
子がいたら、
「ビーカーくん」の本で、ビーカーくん
や三角フラスコくんたちをまず見てから、実験のと
きに器具や道具を見てみてください。
「あ、これ本で
見たビーカーくんだ！」と楽しくなれると思いますよ。
僕は昔から「なんで？ なんで？」というのがすご
い口ぐせで、親からけむたがられるくらいでした。親
は、答えるのはわりとほったらかしだったんですが、

ちひろ さん

ゆうき さん

地元の科学館にはよく連れていってくれて、そうした
場所で自分の疑問が解けるのはうれしかったですね。
ちひろさん 科学技術館も、単純に見るだけじゃな
く、ボタンを押してみたり、触ったりして、いろいろ
体験できるのがいいですね。息子はいま２歳ですが、
電車が好きで、最近は、
「これなあに？」とよく言っ

©2019 うえたに夫婦 .

てきます。子供には、いろんなところに連れていって
次号予告

あげるようにしていますね。
科学技術館で、 「でっかいしゃぼん玉」 や

ゆうきさん いろんなところに行って、いろんなもの

ドライビングシミュレーターも体験しました

に触れて、ひとつでも好きなものが見つかればいい。

うえたに夫婦の新刊

） 第３希望
（

読者プレゼント抽選つき！ 投稿＆アンケートはがき

・希望するプレゼントの番号を書いてね︕（締め切り 6 月 30 日）

） 第 2 希望
（

方が読んでも楽しんでもらえると思います。

（

しくみ」を楽しんでほしいです。きっと、大人

第１希望

といった、いろいろなものの中身や「ものの

）

・あなたの「海をきれいにするアイデア」を教えてください。
どんな発想でもよいです︕（文章でもイラストでもいいよ）

私自身、機械の中身がどうなってるかを知る
のが好きなので、この本でもカメラや冷蔵庫

・「サイテク・キッズ」で面白かったページ、あまり面白くな
かったページはどれですか︖

うえたに夫婦から一言！

面白かった︕

本体 1,600 円＋税

あまり面白くなかった…

定価

・
「サイテク・キッズ」で読みんでみたいテーマはなんですか︖

発行元 パイ インターナショナル

・科学技術館で見てみたい展示やイベントはなんですか︖

うえたに夫婦・著、左巻健男・監修

うえたに夫婦のウェブサイトは⇒ https://uetanihuhu.com/

・そのほか、科学に関係する面白い話があったらどうぞ︕

なぜなぜ？ かいけつルーペくん
おうちのふしぎをさがせ！

まず「触れる」ことが、きっかけになると思いますよ。

夏号から、
うえたに夫婦の
新連載がはじまるよ。
お楽しみに‼

読者プレゼント！

創刊記念

1

2

科学技術館の
最新情報は
こ こ か ら チ ェ ッ ク！

１〜５まで、ご希望のプレゼントの数字を下のはがきに書いて送ってね！ 締切りは 2019 年６月３０日（日）※消印有効。

直筆サイン入り！
ビーカーくんと
そのなかまたち
マスキングテープ

名
30名
30

3名

公式ウェブサイト
http://www.jsf.or.jｐ/
TEL 03-3212-8544
科学技術館

（うえたに夫婦 提供）

3

かわいい実験キャラク
ターがいっぱい。貴重
なうえたに夫婦の直筆
サイン入りだよ！

公式ツイッター
@JSF_SMT
＃科学技術館

６名

5名

次号（夏号）は、７月中ごろ
発行予定よ。科学技術館で
ゲットしてね。お楽しみに！

スポーツ・ボトル（500ml）

サイテク･キッズ

（アディダスジャパン 株式会社提供）

５

科学技術館
オリジナル・トレシー®
（スマホ＆メガネふき）

科学技術館 ・ 無料招待券

●読者プレゼント応募＆アンケートはがきの個人情報のお取り扱いについて

情報に関して、利用目的の通知、開示、及び開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正または削除のお
申し出をいただいた場合には、速やかに対応させていただきます。開示等の求めについての手続きは、当財
団ウェブサイト「個人情報の開示等の求めに関する手続き」
をご参照ください。

でお名前掲載 OK !」の「いいえ」欄にチェックを入れて、ペンネームをお書きください。 ・お寄せいただ

連絡先：公益財団法人日本科学技術振興財団 総務室総務グループ

いた個人情報につきましては、①公益財団法人日本科学技術振興財団個人情報保護管理者𠮷田忍が適正

〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園２番１号

に管理いたします。②個人情報の利用目的については、当誌サイテク・キッズの投稿欄への掲載ならびに

歳代
歳、大人

①プレゼントをどれにするか、選びます。

応募のしかた

（第３希望まで、どうぞ！）

電子メール

②水色の切りとり線にそって、「のりしろ」
のところも入れて、まっすぐ切ります。

③はがきの表に名前や住所を書きます。
「同
意します」のチェック（✓）もお忘れなく！

④はがきの裏に、希望するプレゼントの番

）

号を書いて、質問のアンケートに答えた
り、おたよりなどを書きます。
⑤灰色の「のりしろ」に、のりをぬって、

（

ピンク色の谷おり線でおりまげて、はり

＊ お電話

＊ご住所

〒

年生

未就学児

いいえ

はい

→□ 同意します。
（必ずチェック ✓
□を入れてください）

（けいさい）O K！
※ 誌面でお名前掲載

＊ お名前

フリガナ

＊個人情報の取扱いについて同意のうえ、はがきを送ります。

＊の印がある項目は、必ずご記入をお願いいたします。

2019.3

ご応募＆投稿、待ってます！

つけます。（名前や住所が隠れて安心！）
投稿らんで採用された方には、
もれなく
科学技術館の無料招待券２枚セットと
記念品をプレゼントします！

のりしろ

のりしろ

「サイテク・キッズ」編集部 行

のりしろ

谷おり線

科学技術館

切りとり線

東京都千代田区北の丸公園２-１

TEL：03-3212-8484

当財団は上記①から⑤までの項目でご本人の同意がいただけた場合にのみ個人情報を収集いたします。

プレゼントの発送に利用させていただきます。左記以外の目的で個人情報を利用させていただく場合に

の切手料金です）



行に支障が生じる可能性がありますので、
ご理解の程よろしくお願いいたします。⑤ご提供いただいた個人

県、学年( 未就学児の場合は年齢) を掲載いたします。投稿欄で匿名をご希望の場合は、はがきの「投稿欄

（2019 年 3 月現在

ＴＥＬ：03-3212-8584（編集部）
ＵＲＬ：http://www2.jsf.or.jp/

④個人情報のご提供は任意ではありますが、必要な情報がご提供いただけない場合は、上記利用目的の遂

的以外には使用いたしません。 ・当誌面で投稿をご紹介する際は、お名前( またはペンネーム)、都道府

1 0 2 0 0 9 1

〒102-0091
東京都千代田区北の丸公園 2-1

は、別途その旨をご連絡致します。③お客様の個人情報を第三者に提供または委託することはありません。

の投稿掲載、また、科学技術館や当誌をよりよくしてくための参考にさせていただくもので、これらの目

62 円切手

企画・制作・発行：
公益財団法人 日本科学技術振興財団
科学技術館 経営企画室
「サイテク・キッズ」編集部

のばして８倍の望遠鏡！ちぢ
めれば、30 倍のけんび鏡！
これでなんでも見てやろう！

・この読者プレゼント応募兼アンケートはがきは、読者プレゼント、当誌の投稿欄（サイテク・パーク) へ

をはってね！

2019春号 /第１号（2019年４月１日発行）
季刊 定価：無料

※当選者の発表は、商品の発送を
もってかえさせていただきます。

家族や友だちといっしょに、
何度も遊びにきてほしい！

POST CARD

SciTech Kids

アーテック 8・30スコープ

※ 投稿（とうこう）でペンネーム希望の方は、
お好きなペンネームを書いてください。

４

東レが開発したマイクロファイ
バー（超極細せんい）を使った
クリーニング用のクロス（布）。
２種類の館オリジナルデザイン
のどちらかをプレゼントするよ。

（ペンネーム）

1５組
3０名

＊ 新学年 小・中・高・大

アディダスとパーレイのロゴ入
り！ とっても軽いから持ち運
びに便利。マイボトルにしよう！

