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「青少年のための科学の祭典」の開催
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１．はじめに
我が国は科学技術立国として国内外で認められている一方で，理科離れ，技術離れが深刻
化している。その要因は，学校現場では教科書から知識を得るばかりで，理科の実験や観察
などの実体験が不足しているためと考えられている１）。「青少年のための科学の祭典」は，
特に青少年を対象として，この理科離れ，技術離れに対応するために，科学の面白さ・不思
議さを体験し，科学技術への関心と理解を深め，創造を培う機会を提供することで，科学技
術やものづくりの大切さを理解し多くの人に広めることを目的としている。
「青少年のため
の科学の祭典」は財団法人日本科学技術振興財団の提案で文部科学省の理解を得て，1992 年
に東京，名古屋，大阪で開催されて以来全国に広まり，近年では毎年 100 か所で開催されて
延べ 40 万人を越える来場者数がある２），３）。長野県では 1998 年にビックハットで第 1 回目
が開催された。その後は信州大学の 5 キャンパスが持ち回りで開催を続けてきている。開催
履歴を表１に示す。2020 年は若里キャンパスで開催される予定だった長野大会であるが，
新型コロナウィルス禍のために中止になった。
表１

第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回
第17回
第18回
第19回
第20回
第21回
第22回
第23回

「青少年のための科学の祭典」長野県内開催履歴

1998年 8月15日（土）～16日（日）
1999年10月23日（土）～24日（日）
2000年 8月12日（土）～13日（日）
2001年 8月11日（土）～12日（日）
2002年 8月10日（土）～11日（日）
2003年 8月 9日（土）～10日（日）
2004年 7月31日（土）～ 8月 1日（日）
2005年 8月11日（土）～12日（日）
2006年 8月11日（金）～12日（土）
2007年 8月10日（金）～11日（土）
2008年 8月 9日（土）～10日（日）
2009年 8月 1日（土）～ 2日（日）
2010年 7月31日（土）～ 8月 1日（日）
2011年 8月 6日（土）～ 7日（日）
2012年 8月11日（金）～12日（土）
2013年 8月10日（土）～11日（日）
2014年 8月 9日（土）～10日（日）
2015年 8月 8日（土）～ 9日（日）
2016年 8月 6日（土）～ 7日（日）
2017年 8月 5日（土）～ 6日（日）
2018年 6月30日（土）～7月1日（日）
2019年 7月20日（土）
2020年 8月 8日（土）
中止

327

長野大会
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上田大会
伊那大会
長野大会
松本大会
長野大会
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松本大会
長野大会
上田大会
長野大会
伊那大会
松本大会
長野大会
上田大会
長野大会
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松本大会
長野大会
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筆者は 2017 年に西長野キャンパスで開催した第 20 回目の長野大会で事務局長を務めた
ことから，本稿ではその際の開催準備内容と開催結果を述べる。
２．2017 年教育学部開催について
2.1 日程
第 20 回青少年のための科学の祭典（長野大会）2017 の開催にあたっての主な作業日程を
表 2 に示す。
表２

第 20 回青少年のための科学の祭典（長野大会）2017 の作業日程

2016/12月1日 庶務主査・会計主査・事務長補佐と初回打合せ，日程決定，教室決定予約，2012年長野大会の資料収集
12月9日

2016年上田大会（繊維学部）からの引継

12月12日

学部長を通して教育学部に協力依頼

12月15日

地域発元気づくり支援金(長野地方事務所地域政策課)事業募集説明会

12月27日

長野県実行委員会委員長と打合せ

2017/1月11日 2015年長野大会（工学部）の資料収集
1月19日

実行委員会の委員

1月19日

キッズサイエンスとの連携依頼

1月19日

事業計画書の確認

1月19日

実行委員会規約の確認→学部運営会議承認1/25

1月19日

地域発元気づくり支援金

3月3日
4月10日

申請書確認(1/19),ヒヤリング(2/23),詳細実施計画書申請書再提出(3/3)

信州大学に学長裁量経費予算申請
科学の祭典用メールアドレスを申請・取得（ysf2017@shinshu-u.ac.jp），会計係で銀行口座開設

4月20日

公益財団法人長野テクノ財団 挨拶

4月24日

第2体育館側のグラウンドの駐車場利用依頼

4月25日

HPの打合せ（http://www.shinshu-u.ac.jp/YSF/），関係部署への協賛，後援，協力の依頼

4月25日

第1回実行委員会

5月9日

地域発元気づくり支援金決定後の説明会

5月10日

ブース出展・教室開講の募集（5/12までにHP用のファイルをJBNに送付，依頼文書の送付）

5月12日

出展依頼(5/15-6/15)HP開設（JBN提出5/12,up5/15 )

6月9日

関係部署への協賛，後援，協力の依頼

6月15日

コンベンションビューロとの打合せ

6月16日

申込集計，展示者のML作成（ysf2017-booth@mammy.shinshu-u.ac.jp）

6月19日

チラシの制作（チラシ用リストの原稿6/19,最終校正6/29，印刷），第20回記念行事内容

6月20日

第2回実行委員会

6月21日

入場受付をWeb化した(6/21)

6月29日

ブース部屋割りの調整(N,E,W,図書,泉の全て,M)

7月11日

第３回実行委員会

7月18日

チラシの配布（教育委員会などに学校配布を依頼）

7月19日

実験解説書の制作，テーブルとイスの確保，食券カードの印刷，展示者・スタッフの首かけ用カード

7月20日

西長野町内会長へ挨拶，消防署危険行為の連絡

7月24日

受付webページを家族単位に修正

7月25日

共立プランニングとの打合せ

7月25日

学長出席依頼

7月27日

学習教室の整理券シートの作成

7月28日

事務スタッフ説明会

8月4日

受付サーバ設置

8月5日

実験解説書のHP 公開8/5～

8月6日

8/6入場受付者の集計

9月12日
10月

，展示者への質問受付コーナの掲載，8/5入場受付者の集計

入場者アンケートの集計・まとめ(340人)，展示者アンケートの集計・まとめ(53人)
実験解説書の配布，関係部署への御礼
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表 2 に示すように，活動は前年度の 12 月１日から始めている。これは特に開催日程，会
場，駐車場を決定しておき，他の学内行事との調整と予算の見通しを得るために必要であっ
た。信州大学からの補助を主な予算としているが，それだけでは十分な活動ができないため，
公益財団法人長野テクノ財団，電気学会東海支部,信州大学生活協同組合,信州大学教育学
部同窓会,信州大学教育学部尚学会,キッズサイエンス実行委員会からの支援を受けた。さ
らに，長野県地域発元気づくり支援という自治体支援があり，この支援があるのとないので
は予算的余裕が全く異なる。そのためこの支援金を得るために説明会に行ったところ，特徴
のある有益な企画でなければならない，かつ毎年同じ内容では支援対象にしないというこ
とであった。前回の 2012 年長野大会でもこの支援金を得ているため，そのときとは異なる
特徴が必要とされた。そこで，キッズサイエンスとの共同開催を行うことによって多くの教
育関係者と研究者から協力を得てさまざまな分野からの多くの出展の実現につなげること
を一つ目の特徴とした。二つ目の特徴として，まとまった時間を使った体験学習教室の開設
を企画して，これまでのブースでは伝えにくかった内容を系統立てて丁寧に解説して理解
を深められるようにした。三つ目に，事後でも参加者が展示者に質問できる仕組みを設けた。
以上の特徴を設けた甲斐があって，長野県地域発元気づくり支援を受けることができた。
「青少年のための科学の祭典」は，実行委員会の活動で開催しているが，出展者の協力が
必要である。出展者は科学技術に興味のある教員やボランティアであるため，展示に必要な
消耗品などの購入資金が必要になるが，減額気味になっていたのを減額前の支給額で実現
できた。また，会場設営などの作業は従来だと学生アルバイトに頼るところだが，イベント
企画業者に依頼することができ，簡便に進めることができた。資材で不足していた物にパネ
ルがあったが若里キャンパスから借用して運搬することで対処できた。
2.2 広報・宣伝
ブースと学習体験教室の講師，展示者の募集は，関係部署に依頼文書を送付するとともに，
これまでの協力者には口頭とメールでも依頼をした。地域の小中学校への開催通知は，ポス
ターとチラシを制作して，ポスターは学校単位，チラシはクラス単位に仕分けをしたうえで，
教育委員会の協力を得て各学校に配布した。さらに，大学内サイトに HP も立ち上げた。
2.3 会場・駐車場
会場と駐車場は最初に決めて，確保するようにした。他の行事と日程が重なってしまうと
開催は不可能になってしまう。会場は一つの建物内で行えると準備がしやすく，来場者が各
ブースをまわるのに便利であるが，混雑することと，西長野キャンパスにはそのような大容
量の建物がそもそも存在しない。そこで，Ｍウェーブのような建物を考えたりもしたが日程
と予算面で難しく，結局，Ｎ，Ｅ，Ｍ，図書館，Ｗ，ＮＷの各建屋を使って分散配置するこ
とになった。体育館はスペースを確保できるが，十分な暑さ対策が難しいことから使用しな
いことにした。そのため，体育館以外の使える教室をすべて使うことにした。ゆったりした
配置で安全にブース等を配置できたが，各ブース間が離れているため渡り歩くのが大変と
いうことになった。ブースの位置は配布した実験解説書の会場案内図に記載しているが，ブ
ースの場所が分かりにくいという意見が多く，実験解説書の記載をもっと工夫する必要が
ある。
駐車場については，来場者のために教職員用の駐車場と第 2 グランドを確保した。他に展
示者，スタッフのために隣接する長野県自治会館の駐車場をレンタルすることにした。
2.4 受付
入場には受付を行う。図 1 は受付時間前に入場者が待っている様子である。入場受付では
これまで用紙に交通手段や学年等を記入していたが，後の集計作業を考慮して Web 処理が
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できるようにして効率化した。受付で入力している様子を図 2 に示す。図 3 はこの時の受
付ページ画面である。家族単位をイメージして作成したが，友人同士の来場にも対応できて
いた。入力のためにタブレット型パソコンを 10 台レンタルしてタッチ入力で使えるように
した。退場時のアンケートについてもローカルネットワーク内の Web 上で入力できるよう
にした。サーバは，受付後方の体育館内に設置して Wi-Fi でアクセスできるようにした。

図１

受付時間前の待ち行列

図２

受付の様子

図３

受付ページ画面

３．開催結果
3.1 日程・会場・協賛など
主催は「青少年のための科学の祭典」2017 長野大会実行委員会，公益社団法人日本科学
技術振興財団で，公益財団法人長野県テクノ財団，キッズサイエンス実行委員会，信州大学
教育学部が共催となって開催した。また，文部科学省，全国科学館連携協議会，全国科学博
物館協議会，ＮＨＫ，日本物理教育学会，（一社）日本生物教育学会，日本地学教育学会，
日本基礎化学教育学会，
（一社）日本科学教育学会，
（一社）日本理科教育学会，（一社）日
本地質学会，
（一社）日本生物物理学会，一般社団法人日本物理学会，
（公社）応用物理学会，
公益財団法人日本化学会，
（一社）日本機械学会，（公社）日本アイソトープ協会，（公社）
日本理科教育振興協会，
（一財）日本私学教育研究所，
（公社）日本植物学会，公益社団法人
日本動物学会，
（公社）日本天文学会，（公社）日本工学会，（一社）電気学会，日本エネル
ギー環境教育学会，日本産業技術教育学会，(一社)電気学会東海支部，長野県教育委員会，
長野市教育委員会，公益社団法人信濃教育会，信州理科教育研究会，長野県技術・家庭科教
育研究会，長野県高等学校科学協会，長野県家庭科教育研究会，信濃毎日新聞社，ＳＢＣ信
越放送，ＮＢＳ長野放送，ＴＳＢテレビ信州，ａｂｎ長野朝日放送，朝日新聞長野総局，毎
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日新聞長野支局，読売新聞長野支局，中日新聞社，産経新聞長野支局から後援をいただいた。
信州大学教育学部同窓会，信州大学教育学部尚学会，信州大学生活協同組合からは協賛をい
ただいた。会場は，信州大学教育学部（西長野）キャンパスで，ほぼすべての建屋を使用し
た。平成 29 年 8 月 5 日（土）～8 月 6 日（日）の 2 日間，両日とも 10:00～16:00 開催で，
来場者数は計 2052 人（8 月 5 日（土）889 人，8 月 6 日（日）1163 人）となった。特に第 1
日目は受付をせずに会場に直行していた参加者が見受けられ，実際の参加者は 2200 人を越
えていたと思われる。
3.2 出展内容
出展内容として，従来から行ってきているブース形式では，老若男女を問わない科学的な
実験とものづくり体験及び展示を行った（計 43 ブース）。さらに，新たに行った学習教室形
式では，ある程度の年齢層に区分して参加者を整理したうえで，30 分～2 時間の時間をかけ
て解説を行いながら実験体験とものづくりを通した学習ができるようにした（計 32 教室）
。
出展数の合計は 75 件となり，例年の出展数が 60～70 件なのに比べて多目になった。出展
のタイトルを以下に示す。末尾が B はブース形式の出展，P はパネル展示形式のブース，L
は学習教室形式である４）。
[物理・技術コーナー]
01-B ホログラムの展示と自作折り紙による風力発電の様子を LED,オシロスコープで観察
02-B 紙コップブーメラン
03-B ふしぎな装置「ジャイロ」を体感しよう！
04-B 超伝導のまかふしぎ！ ～マイナス 196℃の世界～
05-B 腕力をはかろう！
06-L 大気圧を実感しよう
07-L 万華鏡をつくろう！
08-L 電磁石とクリップモータ
09-L 地球は磁石だ！磁石の世界を体験しよう
10-L 望遠鏡を作ってその仕組みを探ろう
11-L パラパラまんがマシーンを作って小惑星リュウグウの動きを見てみよう
12-L レッツ，プログラミング！
13-L 最新の測量機器を使って宝物を探そう！
14-L 測量ってなに？平板を使って絵を描こう！
15-L 起電力の測定および電池作製
[化学・生物・地学コーナー]
16-B 咲かせてみよう自分だけの花!!
17-B 空高く飛ばせ！アルコール燃料ロケット
18-B カルメ焼きを作ってみよう～カルメ焼きはなぜふくらむか～
19-L うがい薬でビタミン C チェック！
20-B 超低温の世界を体験しよう
21-B 水を吸い込むふしぎなポリマーで遊ぼう！
22-B ラベンダーオイル
23-L しゃぼんだまつくろう
24-B 感覚の不思議を工作しながら体験しよう！
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25-L 自然を記録する ～標本作製へようこそ！～
26-B 地層の中から昆虫の化石をさがそう！
27-P 水の汚れを食べる微生物を見てみよう
[ものづくりコーナー]
28-B バルーンスライムをつくろう！
29-B パズル・色合わせクス玉
30-B 光のふしぎ－自分だけの万華鏡を作ってみよう－
31-B アイススティックでトラス橋を作ろう
32-B 直ぐ止まる？不思議な振り子
33-B ブンブンゴマに色を塗って回そう
34-L ３Ｄ-ヤジロベエを作ろう
35-B 宇宙ゴマ
36-B デジタルでものづくり
37-B プラ板工作
38-B 空き缶でアルコールストーブをつくろう
39-B 風車をつくろう！
40-B 偏心カムで『簡単からくり』
41-B 伸縮リンクで『びよーんキャッチ』
42-B 開けて，びっくり箱！
43-B 疾れ！ゴンドラ！
44-B 飛ばせ！ふわふわ飛行機！
45-B 翔べ！タコトンボ！
46-B からくり人形 がんばれ のぼる君
47-L ４足歩行ロボットを作ってみよう
48-L 建築模型を作ってみよう！
49-L 飛行機はなぜ飛ぶの？いろいろな紙飛行機を作って飛ばしてみよう！
50-L 不思議な液体「シズカタマール」
51-L ステンドグラス
52-L 割りばし鉄砲
53-L バルーンアート
54-L パネルシアターを観て楽しもう！
55-L 空中に好きな絵を描こう～バーサライタの作成～
56-L パターンデザインで作るブックカバー
[体験・チャレンジコーナー]
57-B 「見る」の心理学を体験しよう
58-B 身のまわりの温暖化「ヒートアイランド現象を体験しよう」
59-B 水電池をつくろう
60-B 光の回折でわかる あなたの髪の毛は太い？細い？それとも中くらいかな？
61-B 手作りの科学のおもちゃで遊ぼう
62-B LEGO ロボットを体験しよう
63-B 未来の乗り物，エコ発電，楽しい実験を体験しよう
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64-B
65-B
66-L
67-B
68-L
69-L
70-L
71-L
72-L
73-L
74-L
75-P

大きな乗り物の運転方法を学ぼう
電気自動車の展示と試乗体験
橋の模型を組み立てて渡ってみよう
こども科学教室 スライム・人工イクラをつくろう♪
オリジナル陶プレートの制作体験
「触れる地球」で知る地球の真実
プログラミングでたこやきロボットを走らせよう!!
空気は力持ち？！
ロケットをとばそう！
バスや電車の大切さを学ぼう
マイコン・レゴブロックを使ったロボットを動かそう
ロボットの操縦をしてみよう

3.3 アンケート
図 4 に示す項目でアンケート調査を行った。340 名から回答が得られ，集計結果を以下に
示す。図 5 からは来場者のほとんどが小学生とその保護者であることがわかる。図 6 と図 7

図４

来場者のアンケートページ画面
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図６

図５

来場者の県内外の別

図７

来場者の学年

来場者の地域

(件)

8/1

図８

来場者の情報源

8/2

8/3

図９

8/4

8/5

8/6

8/7

HP のアクセス数

の
からは，来場者のほとんどが県内者で 100 ㎞圏内であり，一部が県外者となっている。図
8
より，科学の祭典の開催は，学校内のチラシ配布で知ったのが圧倒的多数で，その他に HP
となっている。HP のアクセス数は，図 9 に示すように開催 1 日目の 8 月 5 日がピークにな
っている。8 月 6 日に信濃毎日新聞５）と中日新聞新聞６）で報道があったため，8 月 6 日のア
クセス数も比較的多かった。
(人)

図１０

1 日目の入退場時刻（回答記入者：127 人，入場受付者：889 人）
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次に入退場者数の時間推移であるが，1 日目を図 10 に示す。入場受付者数 889 人に対し
て 127 人から回答が得られた。グラフの値を 7.0 倍（=889/127）して勘案すれば実際の滞在
者数が最大で 730～760 人程度だったと推定される。同様に，図 11 に示す 2 日目について
は，グラフの値を 8.1 倍（=1163/143）して勘案すれば実際の滞在者数が最大で 820～850 人
程度だったと推定される。また両日ともにほぼ時間いっぱい滞在している様子がわかる。来
場者の 8 割が車で平均 3 人乗車などと仮定すると，駐車台数はピークで 200～230 台と推定
され，用意した駐車場はピーク時にはほぼ満車になってしまったと思われる。実際，駐車場
をもっと確保してほしいという意見があった。
(人)

図１１

２日目の入退場時刻（回答記入者：143 人，入場受付者：1163 人）

図１２

おもしろかったか

図１３

興味が持てたか
か

入場者からの感想は，図 12～図 14 に示すように好
評であり，青少年のための科学の祭典の趣旨を満たし
ていたものと考えられる。
面白かったブースとしては，スライムやカルメ焼
きやクロマトグラフィーの化学系，ブーメランや紙

図１４

来年も参加したいか

か
飛行機のものづくり系，超低温などの学校ではやれなさそうな実験の初体験物があげられ
ていた。学習教室に関しては 30 分程度の短時間で済む所はよいが，長時間の所は数は多く
ないものの，やや敬遠されがちのようであった。
入場参加者の感想の記述を抜粋して以下に示す。内容が豊富で興味深くて楽しい，そのた
めに 2 日間来場したと思われる方がいるということがわかる。
・1 日では回りきれない充実した内容でした。
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・いろいろな科学が知れてよかったです。
・大人も楽しめた。
・いろんなものがあって楽しかった。また来たい。
・子供がものすごく好きなことばかりでとても楽しい時間を過ごせました。
・みなさん子供にとても親切にしてくれて，とても楽しく過ごせました。
・子供にいろいろ詳しく教えて頂き本当によい体験をさせて頂き感謝です。
・学生が親切に教えてくれました。感謝です。
・冬休みにもこのような機会があればうれしいです。
・子供が科学にとても興味があり今日を楽しみにしていました。ますます好きになったみ
たいです。
・これからの子供たちが，科学や理科に興味を持ち未来の生活に生かしていけばよいと思
います。
・8/5 参加しとても興味深くよかったので，8/6 も参加します。どこも対応が子供にあわ
せて親切に対応して下さり居心地がよかったです。
・学生が親切に教えてくれました。感謝です。
・普段見ることのできない実験など体験させていただき，子どもといっしょにとてもた
のしめました。来年もぜひ参加したいです。
４．おわりに
青少年のための科学の祭典は，青少年の理科離れ，技術離れが社会問題になっているのを
打開するために，科学の面白さ・不思議さを享受し，科学技術への関心と理解を深め，創造
を培う機会を提供し，将来にわたって科学技術を理解し支えていくことを多くの人に広め
ることを目的としている。これまで県内では信州大学が中心となって，夏休みの始まる時期
の土曜・日曜日の 2 日間で開催することが多かったが，最近は 1 日開催になる傾向がある。
大学内の他の行事との兼ね合いと多忙さ，予算面のためと思われる。電気事業連合会をはじ
め多くの協賛企業と団体，および自治体からの支援を継続してお願いできればと思います。
本稿の結果を今後の開催をするうえで参考にしてもらえれば幸いです。
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