
チャレンジプログラム 参 加 方 法

A
観察・実験・もの作り

( ☆おうちで / ☆会場で )

●プログラム内容は、本チラシおよび「サイエンスデイin多賀城
Webサイト」でご確認願います。

●事前申し込み制です。(Web申込、先着順)
募集期間: 202２年12月１日(木)～12日(月) 
Webサイトで詳細や留意点をよく確認し、ご承諾の上お申し
込みください。

●おうちでチャレンジプログラムの教材は多賀城市文化センター
(中央公民館)でお渡しします。
日時:12月15日(木)～25日(日) 9時～17時(月曜日休館)

B オンライン講座

C
おうち時間応援!

クイズ・ゲーム・学びのサイト(リンク集)
●自由参加です。
●プログラム内容は、本チラシおよび「サイエンスデイin多賀城

Webサイト」でご確認願います。D 科学の本を読んでみよう!

【主催】 多賀城市教育委員会 (主管:多賀城市中央公民館)
【共催】 多賀城工場地帯連絡協議会、国立研究開発法人 産業技術総合研究所 東北センター

宮城県多賀城高等学校、東北学院大学工学部、国府多賀城－科学の森
【協力】 多賀城市立図書館、社会福祉法人 臥牛三敬会 レインボー多賀城
【監修】 特定非営利活動法人 natural science  

● お問い合わせ
多賀城市中央公民館(多賀城市文化センター内) 

サイエンスデイ事務局
住所: 〒985-0873 多賀城市中央２丁目２７−１
電話: ０２２－３６８－０１３３
メールアドレス: 

cyuo-kominkan@city.tagajo.miyagi.jp
☆お写真・クイズの回答はこちらへ投稿してください。

● サイエンスコミュニティ新規会員登録
https://science-community.jp/mypage/

● サイエンスデイin多賀城アンケート● サイエンスデイin多賀城Webサイト
( プログラム事前申し込み )

tps://www.city.tagajo.miyagi.jp/chuo-
kominkan/scienceday.html

事前申し込みの際は「学都仙台宮城サイエンス
コミュニティ」の会員登録が必要です。
保護者名で登録し参加する小学生はサブ会員と
して登録してください。
先に登録を済ませていただくと申し込みがスムーズ
に行えます。

チャレンジ後はWebアンケートにご協力お願いし
ます。小学生、保護者の皆様のご意見・ご感想を
お待ちしています。

mailto:cyuo-kominkan@city.tagajo.miyagi.jp
https://science-community.jp/mypage/
https://www.city.tagajo.miyagi.jp/chuo-kominkan/scienceday.html


１

画像処理をやってみよう! 東北学院大学バーチャルリアリティ研究室

【開催日時】1回目 1月28日(土)10:00～/ 2回目 1月28日(土)13:00～ 【所要時間】約60分
【対象】3～6年生推奨 【定員】各6人
【内容】スマートフォンで撮った写真を、画像処理という技術を使って、おもしろい見た目に変える実験

を行います。
【準備物】パソコンZ00M環境、パソコンにスマホでとった写真などの画像を保存しておいてください。
【特記】パソコンの操作ができる人と一緒に参加してください。

１

プリザーブドフラワーでアレンジ花を作ろう! (株)ごんきや

【対象】全学年 【定員】20人 【所要時間】約20分
【内容】生花のような風合いを持ちながらも特殊な加工をし、長期間楽しめるプリザーブドフラワーをア

レンジ花に。
【準備物】文具はさみ、新聞紙（汚れ防止に敷くものであれば何でも可）

2

ボックスカメラを作ろう!                                        ソニーグループ(株)

【対象】1～3年生 【定員】20人 【所要時間】約30分
【内容】厚紙、レンズ、トレーシングペーパーを使って手づくりボックスカメラを作り、実験を通して

光とレンズ、カメラのしくみを学びます。作ったカメラで日光写真にもチャレンジしましょう。
【準備物】はさみ、定規、シャープペンシル又はボールペンなど先が尖ったもの
【特記】完成品の写真とソニー専用アンケートの提出をお願いします。

粘土キャンドルを作ろう! ポリテクセンター宮城

【対象】全学年 【定員】50人 【所要時間】約60分
【内容】こねて、丸めて粘土みたい。かわいいキャンドルの製作体験です。粘土で遊ぶ感覚で、楽しく作

れます。さあ、君はキャンドル職人になれるかな。
【準備物】特になし

高所作業車のペーパークラフトを作ろう!                          (株)ユアテック

【対象】全学年 【定員】３０人 【所要時間】約60分
【内容】アームの角度や長さを自在に調節できるなど、本物の車両を精巧に再現。ペーパークラフトで高

所作業車を作ろう。
【準備物】のり

５

４

3

紙コップスピーカーを作ろう!                                        ソニーグループ(株)

【対象】4～6年生 【定員】20人 【所要時間】約30分
【内容】紙コップ、エナメル線、ネオジム磁石などを使って手づくりスピーカーを作ります。完成したら

プレーヤーにつないで音楽を聞いてみましょう。音が聞こえるしくみを学べます。
【準備物】はさみ、セロハンテープ
【特記】完成品の写真とソニー専用アンケートの提出をお願いします。

強い磁石を使用しますのでペースメーカー等の医療機器を装着している方はご遠慮ください。

・定員制で事前申し込みが必要です。
※申し込む前にサイエンスデイWebサイトで必ず「詳細」を確認し、ご承諾の

上お申し込みください。
・事前にオンライン接続テストを行います。

２

“あったらいいな”を作ろう♪～「MESH」プログラミングにチャレンジ～ ソニーグループ(株)

【開催日時】注)2日間コースのため、両日参加できる方のみお申込みください。
1日目 1月15日（日）10:00～/ 2日目 １月29日(日)10:00～ 【所要時間】各約90分

【対象】4～6年生と保護者 【定員】8組
【内容】いろいろな機能をもった小さな電子ブロック「MESH(メッシュ)」とタブレット端末(iPad)を

使ってあなたの“あったらいいな”を実現します。おうちのいろいろな物や場所をパワーアッ
プしてみましょう。

【準備物】パソコンまたはタブレット「Microsoft Teams」環境、筆記用具
【特記】ワークショップで使用するMESH、タブレット等の機材は宅配でご自宅へ送付します。(要返却)

・定員制で事前申し込みが必要です。ひとり1つ参加できます。
※申し込む前にサイエンスデイWebサイトで必ず「注意点」を確認し、ご承諾の上お申し込みください。

・教材を多賀城市文化センター(中央公民館)で受け取り、期間内でチャレンジしてください。
・チャレンジしている様子や完成品を写真に撮ってメールで投稿してくれた小学生全員に粗品をプレゼントします♪



・定員、時間制で、事前申し込みが必要です。
※申し込む前にサイエンスデイWebサイトで必ず「新型コロナ感染症対策について」を確認し、ご承諾の上お申

し込みください。受付は各会場で開始10分前より行います。

１

「分光器」を作って光を観察しよう!                              

【対象】3～6年生推奨 【定員】各回8人
【時間】9:40～、10:30～、11:20～ 、12:50～、13:40～、14:30～ (所要時間約30分)
【内容】みなさんが普段の生活で見ている光には、様々な色に見える光がまざっています。紙コップで分
光器を作って、まわりの光を観察してみましょう!

２

「光センサー」を使ったライントレースカー 国府多賀城-科学の森

【対象】5年生～ 【定員】10人 (1家族、1名)
【時間】10:30～ (所要時間約90～120分)
【内容】電子部品をプリント基板にはんだ付けして制御回路を作り、黒いビニールテープを貼った板の上
をトレースして(なぞって)動く「ライントレースカー」を作ります。

３

電気のひみつ発見！～手回し発電体験でSDGsを考えよう! 東北電力(株)

【対象】4～6年生推奨 【定員】各回親子20組
【時間】11:10～、13:40～ (所要時間約60分)
【内容】手回し発電や電気が熱に変わる実験などを行います。「電気はどうやって作られるの?」「どう
して省エネが必要なの？」暮らしの中の小さな疑問から、エネルギーと地球環境のかかわりを実験を通し
て楽しく学びましょう。

４

紙とえんぴつで考えた「かたち」を3Dプリンターで作ってみよう!

【対象】3年生以上 【定員】各回4人
【時間】9:40～、10:30～、11:20～、12:50～、13:40～、14:30～ (所要時間約30分)
【内容】会場に3Dプリンター4台を持ち込み、参加者が紙とえんぴつで作成した3Dモデルをプリントし
ます。3Dモデルは三角形の集まりだ、ということを体験を通し学びます。

第2会議室

第3会議室

第4会議室

● レインボー多賀城さんがおだんごやパンを販売します。

1月28日(土) サイエンスデイ タイムテーブル と 会場

5

ゼラチン・コラーゲンを使って「消化のしくみ」を学ぼう!             ゼライス(株)

【対象】4～6年生推奨 【定員】各回5家族
【時間】10:00～、13:10～ (所要時間約60分)
【内容】多賀城市で作られているゼラチン・コラーゲンが、身近で様々な物に使われていることを知り、
私達が食べたコラーゲンが体の中でどのように変化するか実験します。

7

なぜなに？ わかめのひみつ！ わかめの科学！ を いっしょに楽しもう！ 理研食品(株)

【対象】3年生以上 【定員】各回8家族
【時間】10:00～、11:10～、12:50～ (所要時間約40分)
【内容】わかめってどんな海藻？ わかめの赤ちゃんが見れる？ えっ？！色が変わるの？ こんな事も
出来るの？！ わかめって体に良いし すごいんだね！ わかめ博士といっしょに 五感を使って 楽しく わ
かめの科学を学べるよ！創作室

料理実習室

東北学院大学バーチャル
リアリティ研究室

6

ダンボールで動物を作ってみよう!                                  王子コンテナー(株)

【対象】全学年 【定員】各回6家族
【時間】9:40～、10:30～ 、11:20～、12:50～、13:40～、14:30～ (所要時間約30分)
【内容】普段はダンボールを梱包・輸送用として使用する機会が多いと思いますが、今回はダンボールで
動物を作ることを通してダンボールの感触を体感していただきます。和室

第５会議室

● 多賀城市文化センター内のレストランもご利用いただけます。



保護者の皆様へ

・地元の高校や企業関連のおすすめサイトを紹介します。
サイエンスデイＷｅｂサイトからアクセスしてご覧ください。

・事前申込は不要で自由参加です。

<注意事項>
・イベントの様子をスタッフが撮影した写真、参加者が投
稿された写真、アンケートの結果等を本イベントの主催
者・共催者・出展者のWebサイトや紙媒体、または各種報
道媒体を通して公開される場合があります。予め、ご了承
ください。

・おすすめの科学の本を紹介します。
これらの本は多賀城市立図書館で借りて読むことができます。
ぜひ、読んでみてください。また本の感想もお寄せください。

・事前申込は不要で自由参加です。

～GO TO Webサイト～

～GO TO 図書館～

学都「仙台・宮城」サイエンスデイは、2007年より東北
大学等を会場に開催されています。また、活動の一環として
「科学で地域が見える」をコンセプトに、それぞれの地域の
特色を科学を切り口に可視化する「ミニサイエンスデイ」が
県内各所で開催されています。

多賀城では、2016年から中央公民館と工場地帯の企業が
連携し開催。以降、地元の高校や大学、公設試験研究機関が
加わり毎年規模を拡大しながら7回目の開催を迎えました。
今回は3年ぶりに会場での開催を再開します。

私たちは、地域の子どもたちの健やかな成長を願い、科学
・技術の地産地消に取り組んでまいります。今年も親子で楽
しみながらチャレンジしていただけると嬉しいです。出展者
一同、皆様のご参加をお待ちしております。

② 王子ネビア㈱ ③ 石油連盟 ④ ソニーグループ ⑤日立グループ

⑥ 東北電力㈱ ⑦ 理研食品㈱ ⑧ チーム多工連

①多賀城高等学校科学部
みなさん、動画を見て科学
のおもしろさを体験しよう。
楽しみにね！
・マクラギヤスデの紹介
・オリジナルバスポムを作っ

てみよう!
…その他の動画もお楽しみに!

☆科学部の動画を見てクイズに
チャレンジしてくれた小学生全員
に粗品をプレゼントします♪

駐車場のご案内
■専用駐車場(無料) 文化センター東側駐車場(125台)
■市営駐車場(有料)
・多賀城市役所西側駐車場(約90台)
・多賀城駅南立体駐車場(350台)
文化センター(中央公民館)利用者は確認印にて2時間まで無料
２時間以上駐車の場合は30分につき100円

機械処理
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