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未来のクリエーター / サイエンティストを応援するプロジェクト

スーパーサイエンスキッズ

「明日のダ・ヴィンチを探せ！」
趣旨

本プロジェクトは、子ども達が自らの才能に気づき、創造性を伸ばし、
「科学的思考力」や「芸術的表現力」、
「国際性」や「コミュニケーション能力」
を自主的に育む ” 場 ” を提供します。子ども達には、
「何かを発見し、創造する」ことの面白さを、楽しみながら学んでもらいたいと考えています。
そのために、大学、学校、研究機関、科学館 / 博物館 / 美術館等の施設、企業や国の枠を超えたコラボレーションを推進します。
具体的には、子ども達の「理科離れ」対策や「 ICT（ Information and Communication Technology）を活用した教育 」の普及を目的に、2007 年
度から従来のワークショップを整理、充実させた上で、スーパーサイエンスキッズ・スクールを開校しました。 スクールでは紙と鉛筆に変わる魔
法のソフト「スクイーク」を活用したベーシック WS、アドバンス WS、スペシャル WS を実施しました。特にスペシャル WS では、科学・芸術分
野の第一線の専門家に講師をお願いし、子どもたちに最先端の研究成果や創作活動の紹介をしていただきました。 子どもたちは、多くの発見、驚
きや疑問から、新らたな発想を得、「スクイーク」を使った独創性あふれる作品の創作に結びつけました。
また、『明日のダ・ビンチ』（世界的なクリエーター / サイエンティストの卵）を発見するために、コンテストを実施しました。2006 年度はサイエ
ンス部門だけでしたが、2007 年度からアート部門を新設しました。コンテストでは、サイエンス部門で 8 名、アート部門で 7 名のサイエンスキッ
ズが誕生し、最終選考された 5 名のスーパーサイエンスキッズは、4/1 ～ 4/5 に催行された US サイエンスツアーに参加しました。

ワークショップ
ベーシック・ワークショップ開催記録
2006 年

４月21日

東京

７月１日

東京

８月26日

岐阜

10月27日

東京

12月16日

東京

５月19日

東京

７月21日

東京

９月22日

大阪

10月27日

大阪

12月24日

京都

５月26日

東京

７月28日

東京

９月24日

京都

12月22日

東京

６月２日

東京

８月１日

東京

９月29日

東京

2007 年

2008 年

１月20日

東京

６月９日

東京

８月２日

大阪

９月30日

東京

１月19日

東京

２月24日

東京

６月10日

京都

８月３日

京都

10月13日

東京

２月23日

東京

３月10日

東京

６月23日

東京

８月23日

東京

10月13日

東京

３月15日

東京

３月31日

東京

６月30日

東京

８月25日

岐阜

10月20日

東京

アドバンスト・ワークショップ開催記録
2007年３月31日

アドバンスト・ワークショップ 「世界聴診器とスクイーク」

2007年５月26日

アドバンスト・ワークショップ 「スクイークと連動させてレスキューロボットを動かす」

2007年７月28日

アドバンスト・ワークショップ「スクイークとレモン電池」

2007年10月27日

アドバンスト・ワークショップ「スクイークの新機能が学べるよ！コンテストに応募して、アメリカにレッツゴー !!!（東京）」

2007年10月27日

アドバンスト・ワークショップ「スクイークの新機能が学べるよ！コンテストに応募して、アメリカにレッツゴー !!!（大阪）」

2008年３月22日

アドバンスト・ワークショップ 「世界聴診器とスクイーク」

スペシャル・ワークショップ開催記録
2007年６月２日
６月９日

スペシャル・ワークショップ「昆虫脳の驚異の世界と昆虫サイボーグロボット」
スペシャル・ワークショップ「昆虫脳の驚異の世界と昆虫サイボーグロボット」2 日目

2007年８月23日

スペシャル・ワークショップ「もうすぐ月食 !! 宇宙の旅に出発しよう」

2007年９月30日

スペシャル・ワークショップ「恐竜をテーマにスクイークで遊ぼう」

10月13日
2007年12月15日
12月26日

スペシャル・ワークショップ「恐竜をテーマにスクイークで遊ぼう」2 日目
スペシャル・ワークショップ「デジタル・アーティストとして有名な【季里】さんとアートしよう！」
スペシャル・ワークショップ「デジタル・アーティストとして有名な【季里】さんとアートしよう！」2 日目
※ 12 月 26 日はスーパーサイエンスキッズの発表と表彰式がありました。

ベーシック・ワークショップの様子
ベーシック・ワークショップでは、小学校３年生～中学生３年生の子どもたちを対象と
して、 「スクイーク」の基礎的な使い方を学びます。パソコンがはじめての子どもたち
でも直ぐに操作に慣れ、後半の自由作品を作る頃には、自身の創造性を発揮して楽しい
作品を作れるようになります。子ども達は、
「スクイーク」という柔軟性のあるソフトウェ
アを使うことで、頭の中のアイデアを画面上に動的に表現することができます。さらに、
遊ぶ感覚でプログラミングをしながら、論理的なものの考え方を自然に身に付けます。
ワークショップでは、通常１人１ 台のパソコンが準備されており、ファシリテーターの
リードとボランティアの方々のサポートを受けながら進められます。途中休憩も挟みま
すが、４時間に渡るワークショップの間、集中力をとぎらせることなく取り組めるのは、
何よりも楽しいこと、自分で考えた課題にチャレンジしていることが理由だと思います。

保護者の方々の声
初めての体験でしたが、楽しく参加させていただきました。ソフトの操作に戸惑うところもあった様ですが、夢中になっていま
した。親まで参加させていただきスミマセンでした。私も楽しませて頂きました。家で一緒に続きを作りたいと思います。
子どもが想像力を働かせることができ、学校の授業にもない楽しい時間だったようである。親としても無限の想像力を働かせる
ことができる機会をどんどん作ってやりたいと思っています。
数年前からスクイークには興味をもっていたのですが、なかなかふれる機会がなく、やっと長男がこういったイベントに参加で
きる年齢になり、改めてスクイークの魅力を理解することができました。今回をきかっけに自宅に帰ってからも家族で楽しんで
みたいと思います。

アドバンスト・ワークショップの様子
アドバンスト・ワークショップでは、ベーシック・ワークショップを受講済みの子ど
も達を対象として、コンピューターの世界だけではなく、科学実験やロボットといっ
た実世界との 組み合わせを意識した課題にチャレンジします。 「スクイーク」を検証、
シミュレーション、 表現、計測データ活用の道具として活用します。

スペシャル・ワークショップの様子
2007 年６月 2 日、６月９日 昆虫脳の驚異の世界と昆虫サイボーグロボット
6 月 2 日（土）この日は東京大学先端科学技術研究センターの駒場リサーチキャンパス一般公開日でもありました。
13 時にキャンパスに集まった 20 名のキッズ達は、早速世界先端を行く数々の研究発表を見学しました。
今話題の “ ユビキタス ” を使ったゲームや、目の錯覚、思い込みの世界を体験したりと、多くの研究発表を見ているだけで興味は尽
きず一日あっても足りないぐらいです。

6 月 9 日（土）いよいよ 2 日目のスクイークのワークショップです。
まずは 6 月 2 日の神崎先生のワークショップで印象に残ったものをテーマに各自が作品を作りました。
カイコガの羽ばたく様子を丁寧に再現したものや、オスのフェロモン追跡をシュミレーションしたもの、クイズもの、実験の再現
等々。
どれも創意工夫がみられ、前週のワークショップがいかに強烈な印象を残しているかがわかります。
グループ内で発表をした後、各グループの代表がみんなに自分の作品を発表しました。
これらの中の多くの作品が SSK のコンテストに応募されました。

2007 年 8 月 23 日 もうすぐ月食 !! 宇宙の旅に出発しよう
8 月 23 日に三鷹市の国立天文台三鷹キャンパスにてスクイークのスペシャルワー
クショップが開催されました。
地元三鷹市の【地域子どもクラブ】の小学生と、スーパーサイエンスキッズ（Ｓ
ＳＫ）のワークショップなどでスクイークの学習経験を持つ小学生を中心に約 40
名の子供たちが参加してくれました。
前半は国立天文台の施設見学をし、後半は講演会とイベントにちなんだスクイー
クのワークショップを実施しました。
後半は宇宙に関することをテーマとした、スクイークのワークショップを行いま
した。
今回はスーパーサイエンスキッズのお二人がそれぞれのコンテンツを用意し、
ファシリテーターにチャレンジしました！

2007 年９月 30 日 、10 月 13 日恐竜をテーマにスクイークで遊ぼう
9 月 30 日に上野の国立科学博物館キャンパスにてスペシャルワークショップが開催されました。
あいにくの雨模様でしたが、スーパーサイエンスキッズ（SSK）のワークショップなどでスクイークの学習経験を持つ小学生を中心
に約 20 名の子供たちが参加してくれました。
今回は 2 チームにわかれて館内を見学しました。地球館地下 1 階にて館内ボランティアの人から恐竜のお話を聞いた後、恐竜に関
する展示や、古代生物の化石、人類の歴史に関する展示を見学しました。
そして、3D シアターの鑑賞です。迫力満点の恐竜の立体映像にみんな興奮気味。あっという間に時間がすぎました。

2 日目はまずはじめに筑波大学の恐竜博士久保田克博先生より恐竜の楽しいお話があり、系統樹の作成をしました。
そのあと、9 月 30 日の国立博物館見学で得た恐竜の知識やイメージをもとに、事前に作ってもらった作品の続きを作成し、発表し
ました。

2007 年 12 月 15 日 、12 月 26 日デジタル・アーティストとして有名な【季里】さんとアートしよう！
はじめに季里さんの作品をスライドで上映。ピンキーの物語やパラッパラッパーの
映像に子どもたちは興味津々。
思わず「かわいい！」の歓声が！
アニメーションを作る元の絵となる「絵コンテ」はどういうものなのか？
季里さんが「絵コンテ」を書きながら説明。続いて、布や毛糸を作った絵本作りの説明。
（絵コンテどおりに絵を作っていく）季里さんが使っている素材の数々にみんな驚き
の表情！！！
最初緊張気味だった子どもたちも作品作りに没頭し始めるとすごい集中力を発揮し
ます。みんな独創的で素晴らしい作品を作り上げました！
26 日のワークショップでは 15 日に作った手作り絵本をスクイークでパーツ化し、
マルチメディアの動くデジタル絵本を作りました。

イベント
イベント開催記録
2007年８月25日

ロボットキッズ大集合２

８月26日

ロボットキッズ大集合２

2 日目

2007年11月25日

コンテスト最終選考会イベント

2007年12月１日

ディズニー映画 " ルイスと未来泥棒 " とのタイアップイベント

イベント紹介
2007 年８月 25 日、８月 26 日 ロボットキッズ大集合２
8 月 25 日（土）・8 月 26 日（日）岐阜県大垣市において、「ロボットキッズ
大集合２」が開催されました。
2006 年度に引き続き、HP スーパーサイエンスキッズも協賛団体として、展
示ブースでのレスキューロボットを使ったデモンストレーションとスクイー
クワークショップを開催しました。
（今回も多数の HP-Squeakers サポータが強力な助人として参加してくれまし
た！！）
ロボットキッズ大集合は十六銀行と岐阜工業専門学校が主催で、岐阜県内外
の最先端のロボットの展示や実演、各種ロボット工作教室等を通して子ども
達に「ものづくりの楽しさ・必要性」を伝える機会を提供する事を目的とし
たイベントです。
2006 年度に引き続き、2007 年度も大盛況なイベントで 2 日間でのべ 4000
人の来場者を記録しました。

2007 年 12 月１日 ディズニー映画 ” ルイスと未来泥棒 ” とのタイアップイベント
12 月 1 日（土）科学技術サイエンスホールにおいてディズニーの “ ルイスと未来泥棒 ”
の試写会が開催されました。
その会場内展示ブースにおいて、スクイークの体験コーナーを出展しました。
日本 HP の最新タブレット PC を使用して、試写会参加者の子ども達が思い思いのタ
イムマシンを描き、ゲームに挑戦です。
ゴールにたどり着いた作品はプリントしてお土産としてお渡ししました。

コンテスト
コンテスト
スーパーサイエンスキッズ・プロジェクトでは、世界的なクリエー
ター / サイエンティストの卵を発見し、その育成をサポートする
ことを目的として、「スクイーク」を用いたコンテストを実施し
ました。
子ども達の「サイエンス（科学）」をテーマとした「スクイーク」
作品を募集し、1 次審査、最終審査を行います。
2007 年度はサイエンス面とあわせてアート（芸術）面でも優れ
たキッズも選考対象となりました。

最終審査で選ばれた 5 名の方には、世界最先端の研究所（アメリカ西海岸を予定）を訪問し、最先端の科学者と交流するツアーへ
の参加機会が与えられます。
1 次審査を通過された方には、サイエンスやアートの分野での第一人者が直接コーチする「スーパーワークショップ」への参加機会
が与えられました。

一次審査
2 年目となる 2007 年度も、また新たなスーパーサイエンスキッズを発掘するため、
SS Ｋコンテスト実施されました。
アドバイザーをはじめとする専門家にご参集いただき、これまでに応募のあった作
品を対象に、創造性（アイデアの面白さ）や観察力、表現力（デザイン性）、調査能
力（理解力）、プログラミング能力など様々な観点から、厳正に上位作品を評定しま
した。
2007 年度は延べ 69 作品の応募があり、16 作品が一次審査を通過しました。

審査員からの総評
ストーリー性の強い作品にあらたなスクイーク可能性を感じました。個々の要素や場面のデザインはよいのですが、おき場所や
構成を考えればもっとよい作品に仕上がるものも多々ありました。
アート作品にサイエンスの要素、サイエンス作品にアートの要素が、それぞれいい形で入っている作品が多かったですね。この
コンテストの回数が進むにつれて、よい形でサイエンスとアートの融合されていくのだろうと予感させられました。
豊かな発想の子供たちが多く、子供たちは当然と思っていることでも、こちらでは、わからないことが多く、子供たちの作品の
意図を理解するのに苦労した作品もありました。でも作品の意図が解った瞬間、なるほどと驚かされることもあり、楽しかった
です。

最終審査
2007 年度のスーパーサイエンスキッズ 5 人がついに決定！
初の試みとなったアート部門から新たな才能を発掘
「明日のダ・ヴィンチを探せ」を合言葉に、世界的なクリエイター／サイエンティスト
の卵を発掘し、育てることを目的に始まった「スーパーサイエンスキッズ（SSK）」コ
ンテストも今年で 2 年目となり、11 月 25 日に最終審査を迎えました。
9 月 18 日と 11 月 9 日の 2 度の予備審査によって選出された、合計 15 人のサイエン
スキッズたちは、会場となった東京・お台場の東京国際交流館に集合。
従来の「サイエンス部門」に加え、今年から芸術的才能を評価する「アート部門」が
設けられ、それぞれ別の課題に向け、作品制作に取り組みました。

最終審査会で選ばれたスーパーサイエンスキッズ
Ｔ・Ｎ さん（中学２年）
発砲スチロールで作ったスロープを使い、ビー玉が転がる時間を 3 秒で計る装置を作りました。この装置なら何度も同じ計測が
できます。苦労したことは、スロープの高さの調節でした。4 秒かかったり、いつまでも転がらない場合もあったりしました。仮に、
この装置を使ってカップラーメンのタイマーを作るには、スロープの長さを 300 メートル程度にしなければなりません。

まっち さん（小学５年）
空を飛ぶ未来の生き物を想像しました。丸い体に羽が生えているこの生き物の名前は「フィリー」といい、好きなものは太陽、
嫌いなものは雨なので、晴れていないとフィリーは木の住みかから出てきません。住んでいる場所は、空気のきれいなところで、
性格は気まぐれ、特技はくるくる回ること、いたずらをすることです。白い羽についたパールが自慢です。フィリーはなぜ生ま
れたのでしょうか。それは、地上にゴミが増えてしまうなど環境の変化によって、何かの生物が空で暮らすように進化した姿な
のです。

わたる さん（中学２年）
僕の考えた未来の生き物、それはタコの形をしたその名も「タコちゅう」です。このタコちゅうは、天候を自由にコントロール
する特技を持っています。今、世界中の異常気象で多くの人々が苦しんでいるので、未来の生物はそれを救って欲しいという希
望からそんな能力を持たせました。そして、Squeak ではあるゲームを作りました。田舎星に住むおばあちゃんの怪我を治すた
めに、何でも傷を治す「万能絆創膏」をもって、タコちゅうは宇宙ゴミをリサイクルして作ったロケットで旅をします。ポイン
トは、ロケットを作れるリサイクルゴミの色を当てるクイズです。そして、未来は便利な生き物や科学が発達しても、高齢者な
どが取り残されないよう、思いやりのある未来を僕たちで作ろうというのが、今日の作品全体のメッセージです。

キクチ さん（中学１年）
糸巻きに吊るした紙コップに世界聴診器を収め、重力で下に降りてくると、その真下に置いた懐中電灯の光に近づくことで周波
数が変わり、時間を計れるのではないかと考えました。装置では、スポンジの摩擦で降りるスピードをコントロールしていまし
たが、それが壊れてしまい少し速くなってしまいました。設計では 10 秒前後が降りきります。

コイケッチ さん（小学５年）
時間を計る振り子の法則を参考に、時間を計ろうとしました。発泡スチロールで作った振り子台に振り子を固定し、オモリの往
復回数を世界聴診器で計ります。
具体的には、周波数が 2,500 以下になると、１ずつ足していく計算機を Squeak で作りました。

審査員からの総評
難しいテーマに対し、子どもたちはみな良くがんばったという感想です。また、それを審査する側も今後より切磋琢磨しないと、
子どもたちの才能についていけなくなりそうな可能性を感じました。サイエンス部門はテーマをより明確設定すること、アート部
門はどんな部分の才能に注目すべきかなどが今後の審査に向けた課題と考えられます。しかし、予備審査の段階で、各先生方の見
る目が確かだったことを改めて認識しました。最終審査に参加した子どもたちはみなすばらしい才能に恵まれています。

US サイエンスツアー
US サイエンスツアーの様子
2007 年度のスーパーサイエンスキッズ 5 名は、2008 年 4 月 1 日 -5 日の日程で、US
サイエンスツアーに参加しました。
ツアーでは、HP 社

中央研究所、スタンフォード大学、Exploratprium（体験型科学

博物館）,NASA Exploration Center、コンピュータ歴史博物館、San francisco Museum
Of Modern art などを訪問し、アラン・ケイ博士を始め最先端の科学者と交流しました。

主催：日本 HP

協力：United airline

US サイエンスツアーの感想
Ｔ・Ｎ さん（中学２年） 東京都
ぼくは瓜谷さんの「何事も経験」という言葉が一番思い出に残っています。ＨＰラボや、ＮＡＳＡ、８人タクシー（謎）など、
見るものすべてが初めてでした。こんな素晴らしいツアーに参加させていただいて、本当にありがとうございました。

まっち さん（小学５年） 東京都
外国には初めて行きました。アメリカに着いて、ＮＡＳＡのエイムズ研究所ではいろいろな展示物を見ました。
他にもいろいろ行ったけれど、エキスポラトリウムが一番おもしろかったです。

わたる さん（中学２年） 東京都
アラン・ケイ先生にお会いしたエクスプロラトリムとＨＰラボの車のゲーム、コンピュータ発祥の地であるＨＰガレージがとて
も印象に残りました。日本ではできない色々な体験や出会いがあり、本当にうれしかったです。団長、ありがとうございました！！

キクチ さん（中学１年） 東京都
ＵＳツアーでは、新しい発見や、楽しい事がたくさんありました。中でも１番印象に残った事は、Exploratorium 見学です。光
の三原色や目の錯覚が起こる絵、電磁石などなど…

とても楽しかったです。

今年のコンテストも多くの人たちが挑戦してほしいです。

コイケッチ さん（小学５年） 東京都
とても新鮮で楽しかったです。ツアーはもちろんたのしかったし、ＳＳＫ仲間とのチームワークがよくなったような気がしまし
た。HP 社の開発した最新の印刷機は、ものすごい高速印刷ができ（すごいなー）と思いました。同じく、HP 社が開発したとて
もリアルなカーレースのゲームを見て、少し改造すれば運転免許を取るときの試験で使えると思いました。他にもアメリカには、
日本では珍しいものや、日本にない画期的なものがたくさんありました。

保護者の方々の声
アメリカで体験してきた事を、写真をみせながら笑顔で一生懸命に説明してくれる姿をみて、とても楽しくワクワクする旅行だっ
たのだなぁと思いました。子供達のことを一番に考えてくださった日程やお食事など大変お世話になりました。
一生の思い出に残る貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。
研究所の裏側を見せてもらうなど、ふつうのツアーにはない、たくさんの貴重な体験ができたようです。
ＵＳツアーに参加させていただきありがとうございました。毎日送られてくるメール、写真などで子供たちの様子を見るのが楽
しみでした。市内見学、施設見学など、とても貴重で良い経験になったと思います。

報道の記録
スーパーサイエンスキッズ記事

立命館小学校の荒木貴之先生の著書「ロボットが教室にやってくる」が創刊されました。
この本で立命館小学校とスーパー サイエンス キッズ（SSK）のコラボレーションや、日本
HP 社の CSR( 良き市民としての活動）が紹介されています。
また、スクイークの紹介や実行委員長の瓜谷も参加した座談会の様子も掲載されています。

SSK コンテストで、サイエンス部門最年少入賞のコイケッチ

放課後の子どもたちの安全で安心な居場所づくりを目指す、「地

くんが、
「頭のいい子の育て方」の本で紹介され、インタビュー

域子どもクラブ」から、二人のスーパーサイエンスキッズが選

に答えています。

ばれ、「広報みたか」や「ＪＣＮ武蔵野三鷹」の記事として取り
上げられました。

2006 年度のＵＳツアーの記事が週間アスキーに掲載されました。

アラン・ケイ博士から未来のクリエーター / サイエンティストへのメッセ－ジ
私が 7 歳か 8 歳のとき、なぜ飛行機とロケットが飛ぶことができるのか不思議に思いました。
これが理科や算数に興味を持ち、電気や電子工学の世界に入るきっかけとなりました。
これらの分野のすばらしいことのひとつは、それについて学べば学ぶほど、よりおもしろくなる
ということです。
もし、これらを学ぶなら、すべての原因と結果の背後には共通の論理があることが見えてくるで
しょう。
コンピュータは、そのような考え方をより深く理解するための助けになります。
そして、コンピューターをよりうまく使いこなすには、その過程でコンピュータ自体の仕組みを
考えることがとても重要です。

主催・共催・協賛・協力
主催：

スーパーサイエンスキッズ実行委員会

共催：

Viewpoints Research Institute / 特定非営利活動法人 CANVAS / HP-Squeakers

協賛：

日本ヒューレット・パッカード株式会社

協力：

＜大学・公的機関＞
宇宙航空研究開発機構 (JAXA) / 関西学院大学 / 慶應義塾大学 環境情報学部 /
京都大学 21 世紀 COE プログラム /「知識社会基盤構築のための情報学拠点形成」/
神戸大学 発達科学部 / 自然科学研究機構 国立天文台 / 多摩美術大学 / デジタルハリウッド大学大学院 /
電子情報通信学会 / 東京学芸大学 / 東京大学大学院情報学環 坂村研究室 / 東京農工大学 並木研究室 /
独立行政法人海洋研究開発機構 (JAMSTEC) / 日本科学未来館 / 三重大学 / 立命館小学校 / 立命館大学

＜企業＞
ANA / アカデミアシステムズ株式会社 / 株式会社イーラボ・エクスペリエンス / 株式会社コメット /
有限会社アカデミア
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東京学芸大学教育学部自然科学系教授
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正
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