
 
 
  

大分市府内町 3-6-11 ＮＴＴ西日本府内ビル 1Ｆ 

メール o-labo@kodomokagakukan-olabo.jp 

097-537-7200 

ホームページ https://kodomokagakukan-olabo.jp/ 
ホームページ QRコード 

オーラボ 検索 

お問合せ・お申込みはホームページより 

＜主催：大分県教育委員会  運営：一般社団法人 大分科学普及会＞ 

 

募集期間：７月 ８日(金)～７月 19日(火) 

結果連絡：７月２０日(水)～７月２5日(月) 

 

お申込みから参加までの流れ 

①参加申し込み 
ホームページの応募フォーム 

から申し込んでね！ 

③抽選結果メールが届きます 
7月20日～25日に当落に関係なく 

応募者全員に届くよ！ 
 

④参加登録を行う 
当選メールがきたら、必ずしてね！ 

これが出来ていないと自動的に 

キャンセルになるよ！ 

②受付完了メールが届きます 
申し込み直後に届くよ！ 

⑤講座に参加しよう 



 
  

押し花アート 小学３年 

以上 

花の形を活かして素敵なオリジナル作品 

を作ろう。 
 

講師：押し花教室フローラリエ主宰 

 菊地八重子先生 

７月24日(日) 10：00～11：00 

13：30～14:30 
定員 

各30名 
大分 会場:体験型子ども科学館O-Labo 

７月26日(火) 10：00～11：30 

13：30～15:00 
定員 

各20名 大分 会場：体験型子ども科学館O-Labo 

サムロータリスイッチ（切り替えスイッ

チ）と LEDを４個使って電気回路工作を

しよう。 
協力：オムロン太陽株式会社 

電気の通り道 小学３年 

以上 

小学４年 

以上 

「木は水に浮く？」「木の音色は？」「木

がふくらむ？」など、木のマジックショ

ーのような不思議体験を楽しもう！ 

森も少し歩くよ。（少雨決行） 
協力：森づくり人材育成協議会 

森-Labo 木を科学する 

～木のオモシロ実験～ 

7月24日(日) 13：30～15：30 

定員 

20名 
大分 会場：高尾山自然公園 

アルミボールを 

作ろう！ 
小学３年 

以上 

アルミホイルを丸めて、たたいて、 

みがいて、ピカピカのアルミボールを 

作ろう！ 
協力：県立大分雄城台高校科学部 

７月28日(木) 10：00～11：30 

13：30～15:00 
定員 

各27名 
大分 会場:体験型子ども科学館O-Labo 

ミニュチュアの椅子を作製します。観葉

植物やぬいぐるみなどを置く台として利

用できます。 
協力：県立大分工業高校建築科 

木製小家具を 

つくろう！ 
小学３年 

以上 

8月 1日(月) 10:00～11:30 

定員 

20名 大分 会場:体験型子ども科学館O-Labo 

アルギン酸ナトリウムを使って、つかめ

る水やカラフル人工イクラをつくってみ

ましょう。 
協力：県立大分舞鶴高校科学部化学班 

人工カプセルのふしぎ 小学４年 

以上 

７月30日(土) 10：00～11：30 

13：30～15:00 
定員 

各20名 大分 会場:体験型子ども科学館O-Labo 

ひえひえ冷たいオリジナルの保冷剤を 

作ってみよう。 
協力：株式会社 鳥繁産業 

ひえひえ冷却パック 小学３年 

以上 

7月2７日(水) 10：30～12：00 

定員 

30名 
津久見 会場：津久見市民会館 

気体の実験や蒸留実験などを通して地球

温暖化について、みんなで考えてみまし

ょう。 
協力：ENEOS株式会社 

わくわく環境教室 

石油と未来のエネルギー 
小学４年 

以上 

７月29日(金) 10：00～11:30 
 

定員 

20名 大分 会場:体験型子ども科学館O-Labo 

歯ブラシと振動モータを使用し、歯ブ

ラシカーを製作します。 
協力：県立大分工業高校電気科 

歯ブラシカーを 

つくろう 
小学３年 

以上 

8月 1日(月) 13：30～15:00 

定員 

20名 大分 会場:体験型子ども科学館O-Labo 

スライム名人になろう 小学1年 

以上 

キラキラカラフルで、ぷにぷに気持ちよ

いスライムを作ろう。砂鉄を集めて、 

不思議に動く砂鉄スライムも作るよ！ 
講師：わくわく実験室 ふぁみらぼ 

7月31日(日) 10：30～12:00 

定員 

３0名 九重 会場：九重文化センター 

炭酸バスボムを 

つくろう 

 

小学３年 

以上 

重曹とは？クエン酸とは？実験で学んで

から、炭酸ガスの出るバスボムをつくり

ます。 
講師：大分大学理工学部助教 鈴木絢子先生 

７月2３日(土) 10：３0～1２：００ 

定員 

１５名 日田 会場：日田市複合文化施設AOSE 

お１人につき、 

４つまで応募 

できます 

「翔洋丸」で 

クルージングしよう! 

小学３年 

～6 年 

7月3１日(日) 
8：15～11：30の間の 

２時間程度の実施です。 

潮の関係で前後します。 

定員親子 

14組 
臼杵 会場：海洋科学高校「翔洋丸」 

海洋科学高校所有の翔洋丸で、エンジン

ルームを見学したり、ロープワークを体

験したりして、臼杵湾クルーズを楽しも

う。集合場所は臼杵港です。 

協力：県立海洋科学高校 

「翔洋丸」でクルージング 木製小家具 

電気の通り道 押し花アート 

 

講師：(一社）大分科学普及会 今泉純子先生 

スライムを作ろう 
小学１年 

以上 

７月29日(金) 
①13：30～ ②1４：30～ 

③1５：30～ ④1６：30～

【３０分入替制】 
定員 

各30名 
大分 会場:体験型子ども科学館O-Labo 





 

JAXAコズミックカレッジ 

光る星の砂で 

星座盤を作ろう！ 

小学３年 

以上 

星の砂を使って光る星座盤を作ります。 

私たちと星の砂の不思議な関係を、実験

を通じて学習します。 
講師：大分県立図書館社会教育主事 

 森田俊郎先生 

8月12日(金) 10：00～1２：０0 

13：30～15：３0 
 定員 

各2４名 大分 会場: 県立図書館 

太陽の光が当たると、虹色に光るサンキ

ャッチャーを作ろう。 
講師：有限会社石川建設 石川優生先生 

太陽の光を楽しむ 

サンキャッチャー 
小学3年 

以上 

８月20日(土) 10：00～11：30 

13：30～15：00 

 定員 

各20名 
大分 会場:体験型子ども科学館O-Labo 

森-Labo この木なんの木？ 

～森の木で遊ぼう～ 

小学４年 

以上 

木の葉は大きさや形、香りもいろいろ。

葉っぱでジャンケンをしたり、シュリケ

ンを作ったり。森で自分の好きな木を探

してみよう！（少雨決行） 
協力：森づくり人材育成協議会 

８月20日(土) 10：00～12：00 

定員 

20名 大分 会場：高尾山自然公園 様々な植物から取り出した液体と媒染液 

を使って毛糸を染色した作品作りをしよ

う。汚れても良い服装でお越しください。 
協力：県立大分上野丘高校化学部 

イロトリドリに 

染めてみよう 
小学3年 

以上 

８月22日(月) 
定員 

32名 大分 会場:体験型子ども科学館O-Labo 

13：30～15：00 

直径 12cmの竹ボールに、竹ひごを編み

込んで、自分だけの竹ボールを完成さ 

せよう。 
講師：笑竹堂 三原啓資先生 

竹のボールを 

編んでみよう 
小学４年 

以上 

８月21日(日) 10:00～11:30 

13：30～15:00 

 定員 

各20名 
大分 会場:体験型子ども科学館O-Labo 

ヨウ素デンプン反応で生じる「青い液

体」を用いて、様々な実験を行います。
協力：県立大分上野丘高校化学部 

ヨウ素デンプン反応 小学3年 

以上 

８月22日(月) 
定員 

32名 大分 会場:体験型子ども科学館O-Labo 

10：00～11：30 

カイコの幼虫を観察して、からだの 

つくりを調べます。また、まゆから 

絹糸をひく体験や工作をします。 
協力：県立大分上野丘高校生物部 

カイコの観察 小学1年 

以上 

8月10日(水) 10：00～11：30 

13：30～15：00 
定員 

各30名 大分 会場:体験型子ども科学館O-Labo 

キラキラカラフルで、ぷにぷに気持ちよ

いスライムを作ろう。砂鉄を集めて、 

不思議に動く砂鉄スライムも作るよ！ 
講師：わくわく実験室 ふぁみらぼ 

スライム名人になろう 小学１年 

以上 

８月１９日(金) 10：30～12：00 

定員 

30名 
佐伯 

会場： 

佐伯市保健福祉総合センター和楽 

音の鳴る楽器「サンポーニャ」を作りま

す。スピーカーの原理について実験を通

して学んだあと、簡単なスピーカーづく

りを行います。 
協力：県立別府鶴見丘高校 

「サンポーニャづくり」

「なんでもスピーカー」 
小学4年 

以上 

8月1１日(木) 10：00～11：30 

13：30～15：00 

 
定員 

各20名 別府 会場: 別府鶴見丘高校 

カイコの観察 竹のボール 

８月館内展示  

「宇宙をさわる」 

「地球はどんな姿をしているのだろう」、「太陽系の惑星たちは太陽

からどのくらいの距離にあるのだろう」、「宇宙を観測する望遠鏡は

どんな形をしているのだろう」。地球や、月、惑星などの太陽系天体

の模型や、宇宙を観測する望遠鏡の立体模型など、視覚の有無を乗

り越え万人にとって、触ることで理解しやすく、かつ、宇宙を身近

に感じられる模型等を展示します。 

場所：体験型子ども科学館 O-Labo 

会期：2022年８月７日(日)～８月２８日(日) 

企画・製作：明石市立天文科学館 

協力：自然科学研究機構 国立天文台、 

日本点字図書館附属 ふれる博物館、仙台市天文台、 

全国科学館連携協議会 

地球儀 

火星の３D模型 

クロマトグラフィーで色の合成と分解を

学びます。 
 

講師：うちらぼ 加世田国与士先生 

混ぜた色を分ける 

マジック！ 
小学1年 

以上 

８月18日(木) 10：00～11：30 

13：30～15：00 

 定員 

各30名 
大分 会場:体験型子ども科学館O-Labo 

Webラボ(実験動画)公開中 

「Webラボ」は、お家で動画を見ながら実験や 

工作を体験できます。 

公開されている実験動画は、いつでも視聴で 

きます。 

新作も順次公開されますのでお楽しみに。 

夏休みもWebラボを見て、お家で実験して 

みよう！ 


