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各項目の見方２

p.2

① 工作名

② 分類

④ 単価

工作の名称です。

学べる内容によって、色分けをしています。

■ 橙色 … 音

■ 黄色 … 光

■ 緑色 … 電磁気

■ 青色 … 工学

■ 水色 … 力学

■ 茶色 … 数学

工作1つあたりの価格です。

単価 × 子どもの人数 が工作費の目安となります。

③ 説明

工作の簡単な説明です。



各項目の見方３

p.3

⑤ 対象学年

工作の対象学年です。

なお、「0年生」は未就学児を指します。

カフェ形式において、はさみが１人で使える未就学児、

かつ保護者同伴の場合に、ご参加いただけます。

ただし、教室形式の場合、1年生以上が対象です。

⑥ 所要時間

教室

工作
工作を製作するのにかかる平均的な時間です。…

原理説明や演示実験を加えた教室形式の

イベントを行う場合にかかる時間です。
…

⑦ 適性

工作をつくるイベントには２つの形式があります。

それぞれの形式に適しているか、〇、△、×の３段階で表しています。

教室

教室形式。講師がスライドを使って、

子ども達に詳しく原理を説明し、演示実験などを

まじえて工作を行います。

…

カフェ
カフェ形式。スタッフが子供と１対１～３で工作します。…



各項目の見方４

p.4

⑧ 注意

イベントを実施するにあたっての注意事項です。

あてはまるものは、アイコンが黒く表示されます。

Latex

Metal

ハサミなどの刃物を使用します。…

磁石を使用します。

磁気テープを使用したカードや精密機器の扱いに

注意が必要です。

…

ゴムを使用します。

アレルギーに注意が必要です。
…

金属を使用します。

アレルギーに注意が必要です。
…

⑨ 備考

その他、特記すべき事項が記載されます。

…
先端に注意が必要です。

竹串の先端を切るなどの配慮はしていますが、

少し尖った部分があります。



２.「光」を学ぶ工作
５. カメラオブスキュラ

７. 虹色スコープ

９. 分光器

11. 望遠鏡

６. 三角万華鏡

８. ブラックウォールボックス

10. 偏光万華鏡

12. 立体万華鏡

もくじ１

p.5

見出しをクリックすると各見出しの1ページ目に移動します。

１.「音」を学ぶ工作

１. エコーフォン

３. コップフォン

２. コップギター

４. ホーホーホイッスル

３.「電磁気」を学ぶ工作
13. アクセルごま

15. パックンわに

14. コンコンキツツキ

16. 光るぶんぶんごま



もくじ２

p.6

見出しをクリックすると各見出しの1ページ目に移動します。

4.「工学」を学ぶ工作
17. ウインドカー

19. からくりメリーゴーランド

21. ゼンマイカー

23. ラチェットごま

18. からくりノーム

20. クランクメリーゴーランド

22. はたおり機

6.「数学」を学ぶ工作
31. 基数ソート

33. サイテク式知恵の輪

32. ぐるぐる暗号機

28.バランストンボ

29.ホバークラフト

30.ゆらゆらモビール

5.「力学」を学ぶ工作
24. くるくるイカ

26. ツンツンキツツキ

28. バランストンボ・まゆ玉

30. ゆらゆらモビール

25. ちからクラゲ

27. パタパタぞうさん

29. ホバークラフト



p.7 索引へ移動→←もくじへ移動

「音」を学ぶ工作

https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AE%E3%82%BF%E3%83%BC
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AE%E3%82%BF%E3%83%BC
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%B9%E3%83%AB
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%B9%E3%83%AB


p.8 索引へ移動→←もくじへ移動

「光」を学ぶ工作１

https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A9
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A9
https://www.t-scitech.net/?s=%E4%B8%89%E8%A7%92%E4%B8%87%E8%8F%AF%E9%8F%A1
https://www.t-scitech.net/?s=%E4%B8%89%E8%A7%92%E4%B8%87%E8%8F%AF%E9%8F%A1
https://www.t-scitech.net/?s=%E8%99%B9%E8%89%B2%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%97
https://www.t-scitech.net/?s=%E8%99%B9%E8%89%B2%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%97
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9


p.9 索引へ移動→←もくじへ移動

「光」を学ぶ工作２

https://www.t-scitech.net/?s=%E5%88%86%E5%85%89%E5%99%A8
https://www.t-scitech.net/?s=%E5%88%86%E5%85%89%E5%99%A8
https://www.t-scitech.net/?s=%E5%81%8F%E5%85%89%E4%B8%87%E8%8F%AF%E9%8F%A1
https://www.t-scitech.net/?s=%E5%81%8F%E5%85%89%E4%B8%87%E8%8F%AF%E9%8F%A1
https://www.t-scitech.net/?s=%E6%9C%9B%E9%81%A0%E9%8F%A1
https://www.t-scitech.net/?s=%E6%9C%9B%E9%81%A0%E9%8F%A1
https://www.t-scitech.net/?s=%E7%AB%8B%E4%BD%93%E4%B8%87%E8%8F%AF%E9%8F%A1
https://www.t-scitech.net/?s=%E7%AB%8B%E4%BD%93%E4%B8%87%E8%8F%AF%E9%8F%A1


p.10 索引へ移動→←もくじへ移動

「電磁気」を学ぶ工作

https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%81%94%E3%81%BE
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%81%94%E3%81%BE
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%84%E3%83%84%E3%82%AD
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%84%E3%83%84%E3%82%AD
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%B3%E3%82%8F%E3%81%AB
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%B3%E3%82%8F%E3%81%AB
https://www.t-scitech.net/?s=%E5%85%89%E3%82%8B%E3%81%B6%E3%82%93%E3%81%B6%E3%82%93%E3%81%94%E3%81%BE
https://www.t-scitech.net/?s=%E5%85%89%E3%82%8B%E3%81%B6%E3%82%93%E3%81%B6%E3%82%93%E3%81%94%E3%81%BE


p.11 索引へ移動→←もくじへ移動

「工学」を学ぶ工作１

https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%BC
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%BC
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%A0
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%A0
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89


p.12 索引へ移動→←もくじへ移動

「工学」を学ぶ工作２

https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%BC
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%BC
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%81%AF%E3%81%9F%E3%81%8A%E3%82%8A%E6%A9%9F
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%81%AF%E3%81%9F%E3%81%8A%E3%82%8A%E6%A9%9F
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%83%A9%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%94%E3%81%BE
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%83%A9%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%94%E3%81%BE


p.13 索引へ移動→←もくじへ移動

「力学」を学ぶ工作１

https://www.t-scitech.net/?s=%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%82%A4%E3%82%AB
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%82%A4%E3%82%AB
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%81%A1%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B2
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%81%A1%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B2
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%83%84%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%84%E3%83%84%E3%82%AD
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%83%84%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%84%E3%83%84%E3%82%AD
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%91%E3%82%BF%E3%81%9E%E3%81%86%E3%81%95%E3%82%93
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%91%E3%82%BF%E3%81%9E%E3%81%86%E3%81%95%E3%82%93


p.14 索引へ移動→←もくじへ移動

「力学」を学ぶ工作２

https://www.t-scitech.net/?s=%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%9C
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%9C
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%83%9B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%88
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%83%9B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%88
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%86%E3%82%89%E3%82%86%E3%82%89%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AB
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%86%E3%82%89%E3%82%86%E3%82%89%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AB


p.15 索引へ移動→←もくじへ移動

「数学」を学ぶ工作

https://www.t-scitech.net/?s=%E5%9F%BA%E6%95%B0%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%88
https://www.t-scitech.net/?s=%E5%9F%BA%E6%95%B0%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%88
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%81%90%E3%82%8B%E3%81%90%E3%82%8B%E6%9A%97%E5%8F%B7%E6%A9%9F
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%81%90%E3%82%8B%E3%81%90%E3%82%8B%E6%9A%97%E5%8F%B7%E6%A9%9F
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%AF%E5%BC%8F%E7%9F%A5%E6%81%B5%E3%81%AE%E8%BC%AA
https://www.t-scitech.net/?s=%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%AF%E5%BC%8F%E7%9F%A5%E6%81%B5%E3%81%AE%E8%BC%AA


p.1６

■カメラオブスキュラ ………………

■からくりノーム ……………………

■からくりメリーゴーランド ………

■基数ソート …………………………

■クランクメリーゴーランド ………

■ぐるぐる暗号機 ……………………

■くるくるイカ ………………………

■コップギター ………………………

■コップフォン ………………………

■コンコンキツツキ …………………

カ行
p.8

p.11

p.11

p.15

p.11

p.15

p.13

p.7

p.7

p.10

■サイテク式知恵の輪 ………………

■三角万華鏡 …………………………

■ゼンマイカー ………………………

サ行
p.15

p.8

p.12

■ちからクラゲ ………………………

■ツンツンキツツキ …………………

タ行
p.13

p.13

■:音 ■:光 ■:電磁気 ■:工学 ■:力学 ■:数学

■アクセルごま ………………………

■ウインドカー ………………………

■エコーフォン ………………………

p.10

p.11

p.7

ア行

索引１



p.1７

■はたおり機 …………………………

■パタパタぞうさん …………………

■パックンわに ………………………

■バランストンボ・まゆ玉 …………

■光るぶんぶんごま …………………

■ブラックウォールボックス ………

■分光器 ………………………………

■偏光万華鏡 …………………………

■望遠鏡 ………………………………

■ホーホーホイッスル ………………

■ホバークラフト ……………………

ハ行

p.12

p.13

p.10

p.14

p.10

p.8

p.9

p.9

p.9

p.7

p.14

ヤ行

p.14■ゆらゆらモビール …………………

■ラチェットごま ……………………

■立体万華鏡 …………………………

ラ行

p.12

p.9

■:音 ■:光 ■:電磁気 ■:工学 ■:力学 ■:数学

■虹色スコープ ……………………… p.8

ナ行

索引２



p.１８

東工大ScienceTechno 工作カタログ

編集：東工大ScienceTechno

メール：rhino@t-scitech.net

ウェブ：https://www.t-scitech.net

最終更新：2022.03.31

私たち東工大ScienceTechnoは、

このほかにも新しい工作を日々開発しています。

「こんなことを学べる工作はないのかな？」と思ったら、

ぜひ一度お問い合わせください！

おわりに

mailto:rhino@t-scitech.net
https://www.t-scitech.net/
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