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表 4. 2019年度冬期 

 
 
 生田緑地での測定結果を過去のものも含

めて比較すると、2018年度夏の調査では雲
が多く測定不能だったが、2018年度冬は夜
空の明るさが 3 段階目という結果だった。 
(糸賀, 2020） ただし、2019年度夏の調査で
は 2 回の調査結果に違いがあり、同じ生田
緑地内でも、撮影場所によって差が出てい

る可能性がある。 
 
今今後後のの課課題題  

 前年に続き、写真のデータ提供数が少な

い点が課題である。特に冬はデータ提供が

全く無く、欠測となった。調査期間中に天

候不良が続き、期間を延長したりもしたが

それでも提供数は少なく、また職員による

観測も実施できなかった。ホームページや

SNS などで告知を行うなど、もっとデータ
提供してもらえるように広報を考えなけれ

ばならない。 
 最後に、今回の調査にご協力いただいた

星空公団と市民の方にこの場を借りてお礼

申し上げる。 
 
引引用用文文献献 
糸賀星成, 2020. 2018年度「川崎の星空調査」
結果報告 . 川崎市青少年科学館紀要 
(30) : 51-52. 

 

No 撮影地 夜空の

明るさ 
機種 焦点

距離 
日時 備考 

1 西菅小学校付

近 
3 EOS 60D 24 2019/9/2  20:39  

2 菅馬場 2 EOS 60D 24 2019/9/2  20:32  

3 稲田堤 2 EOS 60D 24 2019/9/2  20:51  

4 生田緑地 3 EOS 5D Mark II  2019/9/25  19:24  

5 生田緑地 2 EOS 5D Mark II 24 2019/9/26  19:28  

No 撮影地 夜空の 
明るさ 

ば ら

つき 
機種 焦点 

距離 
撮影日時 備考 

0 記録なし       

 

*川崎市青少年科学館（かわさき宙と空の科学館） 
Kawasaki Municipal Science Museum 

空空気気簡簡易易逆逆止止弁弁をを使使っったたササイイエエンンススワワーーククシショョッッププ  
 

髙橋裕* 
 

  Science workshop using air check valve. 
 

Hiroshi Takahashi* 
 

ははじじめめにに  

かわさき宙と緑の科学館では、誰でも自

由に参加することができるサイエンスワー

クショップを土曜日の午後に行っている。

未就学児から大人まで、セミの抜け殻調べ

や 5 種類のドングリの違い調べなどの生田

緑地の自然を紹介したり、簡単な科学工作

をしたりと、休日の午後のひと時を楽しむ

家族でにぎわっている。 
子どもたちに人気のある工作は、投げた

り飛ばしたりすることのできる工作である。

子どもにとって、空気をたくさん入れるこ

とと、たっぷりと入れた空気が漏れないよ

うに口を閉じることが難しい。そこで、空

気を入れると逆戻りをしない、空気簡易逆

止弁 (図 1) を作製してみた。 
ビニールの傘袋に空気をたっぷりと入れ

て口を閉じ、投げて遊ぶ｢傘袋グライダーか

っこ (図 2) ｣や、CD ディスクに風船をとり

つけた「CD ホバークラフト （図３）」に空

気簡易逆止弁を用いたくふう例を報告する。 
 
空空気気簡簡易易逆逆止止弁弁のの作作りり方方 

 
図 1. バルーンアート用風船に穴をあけ、直

径 6 ㎜ストローを通した空気簡易逆止弁 
 
図 1 のように、長さ 4cm ほどに切断した

バルーンアート用風船の中央部に、ポンチ

で直径 2mm ほどの穴をあけ、長さ 5cm ほ

ど太さ 6mm の固いストローを中まで差し

込む。ストローを風船に入れにくい時は、

綿棒にベビーパウダーをまぶし、風船の中

に塗りつけると入れやすくなる。 

 
傘傘袋袋ググラライイダダーー  

傘袋に空気を入れ、輪ゴムなどで塞げば、

｢傘袋グライダー｣が出来上がるが、ポンプ

式の空気入れと簡易逆止弁を用いると、張

りがあり、つかみやすく、よく飛ばすこと

のできるグライダーが出来上がる。 

  
図 2. 傘袋グライダー 

 

空空気気弁弁をを用用いいたた CDホホババーーククララフフトト  

 CD に、ペットボトルの上部を切り取り、

風船の吹き込み口を取り付ける。風船上部

に径 5mm ほどの穴をあけ、図１の空気簡易

逆止弁を取り付ける。 

 
図３. 空気弁を用いた CD ホバークラフト 
 
おおわわりりにに  

ワークショップ中に、重心の位置を変え

たり、翼をつけたりと、施行錯誤しながら

楽しむことができた。完成品を作るのでは

なく、周囲の友達のくふうを真似したり、

保護者に手伝ってもらったりしながら試し

ていくことに、ものづくりの楽しさがある。 

報報    告告  

固いストローがな

いときは太さ 5㎜と 4
㎜のストローを組み

合わせる 

上部から空気を充填

するため風船をペッ

トボトルキャップか

ら外す必要がない 
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