豊田市では、子どもたちのものづくり体験をお手伝いする「ものづくりサポーター」を募集
しています

市内の小学校で子どもたちにものづくりの楽しさや大切さを伝えるステキな活動

です。子どもたちの笑顔が待っています。ぜひ、一緒に参加してみませんか
対

象

・ものづくりが好きで、子どもたちのために協力的に活動できる方
（事前に研修会等を行うため、特別な資格・経験は問いません。）
活動内容

・「豊田市ものづくり教育プログラム」を子どもたちに教える活動を
します。また、活動に必要な材料の準備も行います。
・「ものづくり講座」や「ものづくりイベント」などで子どもたちの
ものづくり体験をサポートします。
活動場所

・豊田市ものづくりサポートセンターや市内小学校、とよた科学体験館など
申 込 み

・裏面、申込書に必要事項をご記入のうえ、豊田市ものづくりサポートセンターまで郵便、
Ｅメール、ＦＡＸなどで提出してください。

申込み・問合せ ≪豊田市ものづくりサポートセンター≫
所在地 〒471-0023 豊田市挙母町 2-1-1（ものづくり創造拠点内）
monozukuri@city.toyota.aichi.jp
電話 0565-47-1260 ＦＡＸ 0565-47-1262
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申し込んだ理由をご記入ください。

豊田 市 もの づ くり 学 習キ ャラ クタ ー
「つ く りん 」

申込み・問合せ
≪豊田市ものづくりサポートセンター≫
所在地 〒471-0023 豊田市挙母町 2-1-1（ものづくり創造拠点内）
電 話 0565-47-1260 ＦＡＸ 0565-47-1262 Ｅメール monozukuri@city.toyota.aichi.jp
切り取り

◆ものづくり教育プログラム◆

小学校のカリキュラムの中に自然・科学・技（匠）を学習・体験できるものづくりプログラムを提供し、
子どもたちのものづくりに対する興味・関心を深 めることを目的としてい ます。ものづくりサポーターは、
市内の各小学校に出向いてプログラムの指導をしたり、豊田市 ものづ くりサポート センターで必要 な材料
の準備をしたりして、子どもたちのものづくり活動をサポートしています。

たこたこあがれ
豊田の和凧を大空に

竹の 組み方 や和紙 の貼り 方、糸 の調整 など を通し
て 、日本 伝統の 和凧 づくり の奥 深さを 学ぶ。自 分
の作った和凧を大空に揚げる喜びを実感するプ
ログ ラム。

レーサーになろう
帆の 形状や 材質を 考え 、風 を受 けて走 る車（マ イ
カー １・２ 号）を作 る。速さ競 争や力 比べ などの
遊び を通し て風の 力を実 感し 、自由試 行し ながら
より よく走 る 車を 工夫し て作るプ ログラ ム。

めざせ
シャボン玉マスター

大きなシャボン玉をつくるフラッパーで遊びを
楽し んだり 、身近 なもの でシャ ボン玉 をつ くった
り、ジャンボシャボン玉の中に入ったりするな
ど、 シャボ ン玉の 不思議 を体 験する プログ ラム。

はっけん くふう
動くおもちゃ作り

ひびき合おう
いろいろな音づくり

コッ プガエ ル、多 目的 ギロ、ウ グイス 笛など、さ
まざ まな楽 器を作 る。素材 に着 目し、音 の出し 方
を工 夫する ことを 通して 、音の 出る仕 組み につい
て体 験的に 学ぶプ ログラ ム。

君はスーパー竹とんぼに
勝てるか

滞空 時間や 飛行距 離を競 った り、体育館 の 天井の
高さ まで飛 ぶ竹と んぼづ くり に挑戦 したり する。
紙・プラ・竹 と素 材を変 えて竹 とんぼ を作 る過程
で、 よ く飛ぶ ための 条件を見 つけ る プロ グラム 。

光れ
ＬＥＤ
電気をコントロール

静電 気によ る遊び（ 電 気くら げ・百人 おどし ）や
手回 し発電 機を利 用した 体験 、LED テス ターや 電
磁石 モータ ーなど の製作 を通 して、エネル ギーと
電気 につい て 学ぶ プ ログラム 。

スーパー土団子をつくろう
土は石
すな
どろ?

紙飛 行機・飛 行リ ングな どの飛 ばして 遊ぶ おもち
ゃ、コマ・が りが りとん ぼなど の昔な がら のおも
ちゃ 、コ トコト 車・ダー ツ等お もちゃ 作り の楽し
さを 発見す る プロ グラム 。

細か い粒の 泥でで きた土 団子 は、乾 燥させ 、表面
を 磨く こと で光沢 が出 る。「ス ーパ ー土 団 子」を
つく る活動 を通し て、友 だちと 協力し ても のづく
りを する楽 しさを 体感す るプ ログラ ム。

「竹」で空気てっぽう・
水てっぽうを作ろう

どうなってんの
からくりのしくみ

自然 の竹の 特長を 生かし 、空気 てっぽ うや 水てっ
ぽう を作る 。筒の 太さや 水穴 の径・ 密閉度 など、
匠の 技にふ れなが ら、空 気や水 の体積 の変 化の違
いに ついて 学ぶプ ログラ ム。

つま みを回 すと上 下する 馬、ひ もを引 くと 動きだ
す箱 など 、作品 づく りを通 して カム・ク ランク な
どの からく り仕組 みを学 び、動 きを工 夫し ながら
から くり作 品を作 る プロ グラム。

