
         

                 

 
 

 

 

 

 

開催日：2016年10月９日(日) 

 
開会式     9時30分  

         会 場   10時00分  
終 了   16時30分 

          

会 場：東京学芸大学 
          東京都小金井市貫井北町４－１－１ 

ＪR武蔵小金井駅より「小平団地」行きバス「学大正門」 
   

2016 

「青少年のための科学の祭典」 
東京大会 in 小金井 

協賛のお願い 

 

主 催：2016「青少年のための科学の祭典」東京大会in小金井実行委員会 

小金井市／小金井市教育委員会／東京学芸大学 

国際ソロプチミスト東京－小金井 

（公財）日本科学技術振興財団・科学技術館 

共 催：東京農工大学／法政大学／（国）情報通信研究機構 

小金井市商工会／NPO法人ガリレオ工房／多摩信用金庫 

 



 

 

「青少年のための科学の祭典」東京大会 in 小金井の 

これまでのあゆみ 

 

小金井市は、教育系や理科系の専門分野を持つ大学をはじめとした
高等教育機関、さらに民間や公共の研究機関が隣接している地域で
す。また、市民のボランティア活動が盛んであり、教育や科学に対す
る意識が高い土地柄でもあります。こうした恵まれた地域性を生か
し、国際ソロプチミスト東京-小金井と NPO 法人ガリレオ工房によっ
て、2003 年から 3 回にわたりサイエンスライブショーが実施されて
きました。この催しが母体となり発展してきた一大イベントが「青少
年のための科学の祭典」東京大会 in 小金井です。今ではライブショー
から実験や工作を自由に体験できるブース形式の祭典に形を変え、市
民の間ではすっかり定着した大会になっています。この祭典の実施を
担っているのは、主催である小金井市、さらに国際ソロプチミスト東
京-小金井の呼びかけに応じた小金井市教育員会をはじめとする小金
井市内の教育機関や奉仕団体などの諸団体、小金井市商工会、科学ボ
ランティア等で構成される実行委員会です。市民が汗を流して協力
し、地域の力で実施される大会となっています。もともと「青少年の
ための科学の祭典」は、（公財）日本科学技術振興財団・科学技術館
の事業の一環として全国各地で開催されていますが、小金井市の祭典
はその中でも地域に根差した極めて特色のある大会として評価され
ています。 
 

「青少年のための科学の祭典」東京大会 in 小金井の目的 
 
 この祭典では主として以下の 2 点を目的としています。 
① 自然科学の面白さを青少年に体験してもらい、理科離れに歯止め

をかけ、文と理を総合的に知る豊かな感性と知性を持つ青少年を
地域の教育力により育成する。 

 
② 教育と研究と地域産業のコラボレーションにより、地域に新たな

文化を創造するとともに地域の活力を醸成する。 
 
これら 2 つの目的の下、これまでに実施されてきた大会では多くの
子供たちが科学の魅力に出会い、貴重な体験をしてきました。また、
教育機関と研究機関、さらに地域経済を支える団体等が立場を超えて
互いに尊重しあい、交流・協議することを実現してきました。「青少
年のための科学の祭典」東京大会 in 小金井は、着実に目的を達成しつ
つ、発展し続けています。 

 
                         

  
 

  

2016「青少年のための科学の祭典」   

             東京大会 in小金井 

              大会会長 

               西岡真一郎 

               小金井市長 

青少年が科学の魅力を実体験できる場を 

我が国では、私たちの豊かな生活を構築する上で、世界に誇れる科学

技術とそれを支える人材が多大な貢献をしてきました。 また、現代社会

が抱える様々な課題を解決するためにも、さらに今後直面する幾多の困

難を克服するためにも、 科学技術や研究者たちが果たすべき役割は大

きいと云えます。 

 しかしながら、一方では「若者たちの理科離れ」の問題が指摘されてお

り、次世代の科学を担う人材の確保と要請が求められています。 「科学

は、数式で表されたり難しい学術用語で説明されたりすると敬遠されが 

ちですが、楽しくて魅力的な側面もあります。芋虫が蛹となり美しい蝶へ

と羽化する現場に遭遇したり、自分で作り上げた模型が動き出すのを見

たり、満点の夜空に出現した流星群を観測したり、 誰でも科学の魅力に

心を奪われた経験があるはずです。このような素晴らしい経験をする機

会が数多くあれば、飽くなき探求心が芽生え「科学」に目を向けてくれる

子どもたちもきっと増えることでしょう。 

 「青少年のための科学の祭典」東京大会 in小金井は、幼児から小中学

生、そして大人たちまで、実験や工作を楽しむことができるイベントで、多

くの人々に科学の魅力を実体験して頂ける場を提供します。 

 

 
 

 

「青少年のための科学の祭典」東京大会 in 

小金井の概要と実績 
＊会場 
 緑に恵まれた広大な東京学芸大学のキャンパスを会場とし
て 10 年間実施しています。 

 
＊出展ブース 
 様々な実験や工作等を行うことができるブースが出店のよ
うに出展されており、来場者がそれを体験できる形式で実施さ
れています。生物学・化学・物理学・地学・農学・工学等々あ
らゆる分野の科学の魅力が体験できるブースがあります。
2008 年度の大会からは、総出展ブース数が 100 を超えていま
す。小・中・高・専門学校・大学の教育機関、研究機関、民間
企業、行政、市民団体等の様々な人々によって各ブースは運営
されています。最先端の研究者が、子供たちの目線で科学を語
り、一緒に楽しむ光景が毎年見られます。中高生がボランティ
アとしてブースのスタッフになることもあります。 
 
＊来場者 
 来場者の入場は無料です。体験できる実験や工作は、主とし
て幼児から小中学生を対象としていますが、高校生や父兄たち
にも十分に楽しんでいただけるブースもたくさんあります。こ
こ数年の来場者総数は 10,000 人に迫る実績があります。小金
井市以外には、近隣の国分寺市、小平市、府中市をはじめとし
た多摩地区、さらに足立区、杉並区、練馬区、川崎市、相模原
市からも来場者があります。 
 
＊広報活動 
 来場者動員プロモーションのため、市報、新聞、雑誌、イン
ターネットで広報活動を行っています。案内チラシを作成し
て、小金井市、国分寺市、小平市、府中市の小中学校の児童・
生徒に配布しています。また PR 活動ではなく、本科学の祭典
の内容そのものがメディアに取り上げられた実績もあります。 
 
＊過去の実績データ 
 この科学の祭典の過去のデータを以下の表に示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

協賛のお願い 
 

2016 年 10 月 9 日（日）に東京学芸大学においてこの祭典を
実施いたします。「青少年のための科学の祭典」東京大会 in 小
金井は、幼稚園、小・中・高等学校の教職員や児童・生徒と父
兄、大学や専門機関の研究者、そして多くの市民団体等の様々
な人々が一堂に会して科学への興味を喚起する大変に意義深
いイベントです。その一方でこの大会は、熱意のあるアマチュ
アの出展者や、高い志を持ったボランティアによって支えられ
ているからこそ成り立っていることも事実です。大会の規模の
拡大に伴い実験材料費、ブース設営費、資料作製費などの経費
がかさんできています。財政基盤を整え、この祭典を実り多い
大会とし、さらには将来にわたって継続させていくことは、こ
の大会に携わる全ての人々の願いであり、強い意志でもありま
す。つきましては、この祭典の趣意、目的をご理解いただき、
ご協賛を賜りたくお願い申し上げます。 

2016「青少年のための科学の祭典」東京大会 in 小金井 

趣意 



 

１．協賛金額 
  金額の指定はございません。   
 
２．申込方法 
  (1) 事務局 ysf55tokyo.k@gmail.com 宛てに、 

下記事項をメールにてお知らせください。 
①申込者氏名（団体名） 
②所在地 
③TEL/FAX 
④代表者氏名/役職 
⑤連絡担当者氏名/所属部署/役職 
⑥連絡担当者 e-メールアドレス 
⑦協賛・支援金額 
⑧支払予定日 
 

  (2)受信後、請求書を事務局より送付申し上げます。 
       請求書到着日を請求日といたします 
３．申込締切               
  2016 年 7 月 29 日(金)     
  申込はこの後も随時受け付けますが、締め切り後に申し込まれた

場合は、事前配布するチラシに社名が掲載できません。昨年度は、
チラシを 35,000 枚印刷し、小金井市・国分寺市・小平市・府中市
の小中学校の児童・生徒に配布しました。 

 
４．協賛金の支払い方法 
  協賛金申込の記載内容を確認後、振込み口座をお知らせします。 
    2016 年 8 月 31 日（水）までに指定の口座にお振込みください。 
  ＊振込み手数料は申込者でご負担ください。 

＊振込明細票を領収書に代えさせていただきます。 
 
 
５．名称の順番と位置の決定 
  協賛金を申し込んでいただいた場合、チラシの他、報告書等科学

の祭典に関する印刷物に協賛として名称が記載されます。その際
の名称の順番は主催者が印刷物のレイアウトを考慮し決定しま
す。 

協賛申込規約 

１．協賛申込の承認 
  主催者は、協賛申込団体が青少年のための科学の祭典の趣意に  

そぐわないと判断した場合、協賛をご辞退いただく場合もござ
います。 

 
２．協賛金の振込み 
  申込者は、主催者の申し込み承認の後、指定の口座に振り込む

ものとします。 
 
３．協賛金の返金 
  協賛金納入後の返金はご容赦ください。 
  
４．本大会の中止 
  主催者は、天災等の不測の事態において開催を中止すること  

があります。主催者はこれによって生ずる損害、その他の不利
な事態については責任を負わないものとします。 

 
５．規約の遵守 
  申込者は、主催者が定める規約等、これを遵守することに同意  

するものとします。 

会場 

 
東京学芸大学 小金井キャンパス 
 
住所：東京都小金井市貫井北町４－１－１ 
URL: http://www.u-gakugei.ac.jp/ 
 
JR 武蔵小金井駅・北口より・・・ 
 京王バス[５番バス停]【小平団地行】約 10 分 
 学芸大正門・下車 徒歩約５分  
  徒歩の場合は約 25 分  
  
JR 国分寺駅より・・・ 徒歩約 20 分 

〒

武蔵小金井駅国分寺駅

本多5丁目

学芸大
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JR　武蔵小金井駅から
⑤京王バス　小平団地行
　【学芸大正門】降車
⑥京王バス　中大循環
　【学芸大東門】降車
徒歩の場合　２０～２５分

⑤⑥
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JR　国分寺駅から

　徒歩の場合　１５～２０分

小平団地行

中
大
循
環

東京学芸大学

 
「科学の芽」は確実に育っています 
 
青少年のための科学の祭典には、小金井市の小中学校の児
童生徒が創意工夫した科学研究の作品の出展ブースもあ
ります。本年度は,昨年以上の作品を期待しています。出
展された作品は小金井市の複数の大学の教員によって時
間をかけて審査されます。年々作品のレベルが上がってき
ており、優秀な作品が多くみられます。この中から、特に
優秀な作品と評価されたものには「大会会長賞」や「学芸
大学学長賞」などが与えられます。この作品展示を含む青
少年のための科学の祭典は、確実に学校での理科教育と地
域の教育力の向上に貢献しています。 

小中学生作品展示 

2016 YOUNGSTERS’ SCIENCE FESTIVAL 
協賛要綱 



 

主催 

2015「青少年のための科学の祭典」東京大会in小金井実

行委員会／東京学芸大学／小金井市／小金井市教育委

員会／国際ソロプチミスト東京-小金井／（公財）日本

科学技術振興財団・科学技術館 

共催 

東京農工大学／法政大学／（独）情報通信研究機構／小

金井市商工会／NPO法人ガリレオ工房／多摩信用金庫 

協賛 

(国)情報通信研究機構／多摩信用金庫／(公社)武蔵野法

人会／小金井青年会議所／（株）ムラコシ精工／(株)映

像ｾﾝﾀｰ／トヨタ西東京カローラ（株）／織田俊男／(有) 

鈴木ﾓｰﾀｰｽ／ つくば家石材(株)／つくば観光交通(株)

／ニューつくば観光(有)／(合名)信山商事／アフラック

募集代理店和田山／昭和信用金庫 東小金井支店／櫻芳

庵／鹿島デンタルクリニック／公文教育研究会小金井

本町教室・前原町教室・緑町4丁目教室・緑町南教室／

東京キ-ロック／(有)タピオラ／株）クレアート／シティ 

スケープ／ＫＳＳ個人指導ゼミ／伸晃不動産 

後援 

東京都教育委員会／国分寺市教育委員会／小平市教育 

委員会／府中市教育委員会／東京電機大学中学校・高 

等学校／中央大学付属中学校・高等学校／早稲田実業 

学校中等部・高等部／小金井市立小中学校PTA連合会 

／小金井市医師会／東京都小金井歯科医師会／東京 

小金井ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ／東京小金井さくらﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ／東 

京小金井ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ／小金井青年会議所／文部科学 

省／経済産業省／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／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 

／日本科学教育学会／日本理科教育学会／(一社)日本 

地質学会／日本生物物理学会／(一社)日本物理学会／ 

(公社)応用物理学会／(一社)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／(公社)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 

協力 

小金井警察署／小金井消防署／東京学芸大学理科教員 

高度支援センター／東京都立多摩科学技術高等学校 ／ 

JR東日本武蔵小金井駅 

 

2016「青少年のための科学の祭典」東京大会 in 小金井 運営組織 
 
大会会長 
 西岡 真一郎（小金井市長） 
 
大会副会長 
出口 利定（東京学芸大学長） 
山本 修司（小金井市教育長） 
村越 政雄（公益法人小金井市商工会会長） 

 
大会参与 
鮎川 志津子（小金井市教育委員） 

 
大会運営委員長 
滝川 洋二 
（東海大学教育開発研究所・特任教授・NPO 法人ガリレオ工房理
事長） 

 
大会実行委員長 
 吉原 伸敏（東京学芸大学理科教員高度支援センター） 
 
実行委員(50 音順)  

生尾 光(東京学芸大学)・猪又 英夫(都立多摩科学技術高等学校) 
石黒 秀男(小金井市商工会)・石原 弘一(小金井市教育委員会)・小
美濃 和夫(小金井市商工会)・金澤 昭(小金井市商工会)・金勝 
一樹(東京農工大学)・栗原 陽介(青山学院大学)・小玉 清(東京学 
芸大学)・庄野 志保(情報通信研究機構)・杉山 直司(小金井市商 
工会)・鈴木 誠史(ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ)・関 登(NPO 法人ガリレオ 
工房）・園田 善木(都立多摩科学技術高等学校)・高橋 健太郎（ 
小金井青年会議所）・北島 彩子(多摩信用金庫)・富澤 祐樹（ 
都立多摩科学技術高等学校）・並木 享子 (国際ソロプチミスト 
東京-小金井)・西田 剛(小金井市教育委員会)・根本 秀政(NPO 
法人こがねいねっと)・萩原 洋一(東京農工大学)・長谷川 正(東京 
学芸大学）・長谷川 正(法政大学)・前田 優（東京学芸大学)・ 
丸山 智史(小金井市教育委員会)・宮﨑 高一(都立砂川高等学校)・ 
山城 裕路（小金井青年会議所）・渡辺 嘉二郎(法政大学） 

 
 事務局 
国際ソロプチミスト東京-小金井 
本川 交（事務局長）・石田 静子・木村 恵子・森本 榮子 
 
 
 
 

 
お問合せ先 
 
2016 「青少年のための科学の祭典」東京大会 in 小金井 
事務局：国際ソロプチミスト東京-小金井 
mail   ：ysf55tokyo.k@gmail.com 
tel    ：090-7944-1900 

〈 2015年実績 〉 
 




