問い合わせ先一覧
この一覧には、執筆者の承諾を得た問い合せ先を掲載してあります。一般の方々からの問い合せを
希望されていない場合には掲載しておりませんので、ご了承ください。
◆執筆者に連絡をとる際は、本冊子を見て連絡している旨を述べてください。
◆問い合せの前に、「本書の記載どおりに行っているか」「記載されている参考文献や資料などを
きちんと調べたか」をもう一度確認してください。
◆連絡をとるにあたっては、執筆者に迷惑にならないように気をつけてください。
・郵便やE-Mailにはご自分の氏名、連絡先を明記する。
・前もって要点をまとめ、文章や電話での会話を簡潔にすませる。
・夜遅く電話をかけたりしない。
・執筆者が希望する以外の連絡方法で問い合せをしない。・・・・・など
◆お子様、生徒さんたちが単独で問い合せをすることは避けてください。
◆住所、電話番号で（自宅）などの括弧書きが無い場合は、すべて勤務先です。
◆実験・工作を理科授業に活用したい場合は事務局にご相談ください。指導員派遣などの中継をします。
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タイトル・代表者・所属先

問い合わせ先

進め！ 火星岩石収集ロボット
029-273-2864 chu_yu_ryuu_sei_210371@ybb.ne.jp
藤吉 俊太郎
大洗わくわく科学館
312-0052
ひたちなか市東石川3406-6
コピー機になってみよう！
03-6278-4144 katsuhiko.kanemaru@nts.ricoh.co.jp
金丸 勝彦
㈱リコー 社会貢献室（東京都）
104-8222
東京都中央区銀座8-13-1リコー社会貢献室
茨城の身近な生きものたち
0296-77-5056 無し
吉武 和治郎
茨城県環境アドバイザー
309-1717
茨城県笠間市旭町 80-38
天体望遠鏡を作ろう
029-273-6714 hatsumeikids_hitachinaka@yahoo.co.jp
小出 進
ひたちなか少年少女発明クラブ
312-0011
ひたちなか市中根3271-98
流れる空気のパワーを調べよう
029-274-8026 hatsumeikids_hitachinaka@yahoo.co.jp
菊池 誠一
ひたちなか少年少女発明クラブ
312-0041
ひたちなか市西大島 1-1-12
君のハンドパワーは何ボルト？
029-272-9493 hatsumeikids_hitachinaka@yahoo.co.jp
小笠原 秀幸
おもしろ理科先生
312-0041
ひたちなか市西大島 1-25-4
ふしぎなコマを作ろう
029-293-7063 hatsumeikids_hitachinaka@yahoo.co.jp
清水 隆
ひたちなか少年少女発明クラブ
311-3123
東茨城郡茨城町 若宮 797
マイクロコンピュータについて
0294-38-5271 minato@mx.ibaraki.ac.jp
湊 淳
茨城大学大学院理工学研究科
３１６－００３６ 日立市鮎川町６－９－２２－１０５
マイクロコンピュータについて
0294-38-5271 minato@mx.ibaraki.ac.jp
湊 淳
茨城大学大学院理工学研究科
３１６－００３６ 日立市鮎川町６－９－２２－１０５
マイクロコンピュータについて
0294-38-5271 minato@mx.ibaraki.ac.jp
湊 淳
茨城大学大学院理工学研究科
３１６－００３６ 日立市鮎川町６－９－２２－１０５
おもしろ電気エネルギー
029-285-6318 t_koyama@cameo.plala.or.jp
小山 隆男
ひたち理科クラブ・ひたちなか理科クラブ
312-0061
ひたちなか市稲田３９－４
実験で学ぼうSTOP！ 地球温暖化
029-274-5319 ty_misawa@ybb.ne.jp
三澤 豊
ひたちなか理科クラブ
312-0063
ひたちなか市田彦１２２９－１
ラムネを作ろう♪
029 – 241 - 1573kayakoro1113@gmail.com
大部 佳代子
水戸啓明高等学校サイエンスアカデミー
310-0851
水戸市千波町４６４ 水戸啓明高等学校
ラムネを作ろう♪
029 – 241 - 1573kayakoro1113@gmail.com
大部 佳代子
水戸啓明高等学校サイエンスアカデミー
310-0851
水戸市千波町４６４ 水戸啓明高等学校
ラムネを作ろう♪
029 – 241 - 1573kayakoro1113@gmail.com
大部 佳代子
水戸啓明高等学校サイエンスアカデミー
310-0851
水戸市千波町４６４ 水戸啓明高等学校
ジュール・スクイーザーNEO
029-285-1819 nemoto@js5.so-net.ne.jp
根本 和昭
茨城県立佐和高等学校
312-0061
ひたちなか市稲田636-1佐和高等学校
手羽先で骨格標本を作ろう！
090-8443-0391 ikimono_hitatikikou@yahoo.co.jp
戸室 彰太
生きものひたち紀行
310-0903
水戸市堀町1120-29 中央コーポB-207
ピコピコ点滅するＬＥＤ
029-273-7411 terakado.hironori@mail.ibk.ed.jp
寺門 弘訓
茨城県立勝田高等学校 理科部
312-0003
茨城県ひたちなか市足崎１４５８
日本最古の地層の岩石研磨片を作る
0294-34-1126 hakubutsukan1@city.hitachi.lg.jp
岩波 英一
日立市郷土博物館
316-0033
日立市中成沢町2-2-1 日立市郷土博物館
ロボットを思い通りに動かしてみよう
0294-53-6196 noriyuki.mitsuishi.wk@hitachi-ics.co.jp
光石 則幸
㈱日立情報制御ソリューションズ
319-1293
日立市大みか町5-2-1 大みか総務部
スライムの応用を楽しもう！
029-835-9503 inspector.teshima@gmail.com
手島 久
公益社団法人日本技術士会茨城県支部
300-0813
茨城県土浦市富士崎2-5-22-305
比重とは？？？
029-835-9503 inspector.teshima@gmail.com
手島 久
いばらき技術協会
300-0813
茨城県土浦市富士崎2-5-22-305
ジオパークへいってみよう！
090-2581-8295 kazuneko2@yahoo.co.jp
荒川 和子
ジオネットひたちなか・東海
319-1115
茨城県那珂郡東海村船場７０１－２５
見て・触って・体感！ 南極観測
090-1425-1715 michinori.owada.we@hitacni.com
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タイトル・代表者・所属先

22 大和田 道則
㈱日立製作所 日本南極地域観測隊OB
312-0032
23 金魚のモビール飾りを作ろう
029-274-1098
23 鶴田 幸夫
NPO法人未来ネットワークひたちなか・312-0042
24 見えたぞ私の声が！！ 音の万華鏡
029-270-3165
24 福田 陽一
NPO法人なかなかワーク
312-0001
25 世界一回るコマほか不思議コマ大集合！
090-6171-9520
25 海後 竜生
NPO法人なかなかワーク
313-0021
26 ミクロの世界を観察しよう！
029-354-4806
26 平根 賢一
㈱日立ハイテクノロジーズ
312-8504
27 エネルギーの移り変わりを体験しよう！
029(274)9383
27 林 和一
ひたちなか市立田彦中学校
312-0063
28 エネルギーの移り変わりを体験しよう！
029(274)9383
28 林 和一
ひたちなか市立田彦中学校
312-0063
28 エネルギーの移り変わりを体験しよう！
029(274)9383
28 林 和一
ひたちなか市立田彦中学校
312-0063
29 メロディーの小箱を作ろう
029-298-6780
29 三澤 豊
NPO法人ひたちなか理科クラブ
311-0114
30 人口イクラをつくろう
029-241-0311
30 柘植 琢也
茨城県立緑岡高等学校
310-0852
31 がりがりとんぼをつくろう
0294-53-4504
31 奈良 勉
常陸どこでも竹とんぼクラブ
316-0025
32 糸のぼり人形を作ろう
029-273-4105
32 福田 一男
常陸どこでも竹とんぼクラブ
312-0063
33 ワンダーランドで踊るフクロウ
029-274-6900
33 菅原 幹郎
茨城遊びのサポーター
312-0011
34 プラスチック板がアクセサリーに変身！
029-274-6900
34 菅原 幹郎
茨城遊びのサポーター
312-0011
35 磁石がスイッチ!? ゴールをめざせ!!
080-1256-7567
35 川崎 裕典
茨城大学大学院技術教育専修
310-8512
36 PPバンドで球体をつくる
0294-34-4398
36 金子 富士男
おもしろ科学同好会
316-0015
37 ストローで作る正多面体
0294-34-4398
37 金子 富士男
おもしろ科学同好会
316-0015
38 トトロの森をつくろう！
029-275-2558
38 原口 真美江
ひたちなか市青少年育成アドバイザー312-0011
39_１ おもしろパワー!! エレキ・ワールド
029-271-2916
39_１ 森 龍男
茨城高専電気電子システム工学科 312-8508
39_２ スライムをつくろう
029-221-4888
39_２ 山岸 基良
大成女子高等学校
310-0063
４０_１ 簡単! 手作りモーター
029-272-2992
４０＿１島田 明夫
茨城高等 技術教育支援センター
312-8508
４０_２ 万華鏡をつくろう
029-221-4888
４０＿２山岸 基良
大成女子高等学校
310-0063
41 放射線って何、どこからくるの どうしてくるの？
029-251-4136
41 大内 信昌
NPO法人 ふれあいネット会
310-0045
42 色の変わるいくらをつくろう
029-228-8234
42 松川 覚
茨城大学教育学部
310-8512
43 きれいな折り紙でクリスマスツリーを作ってかざろう
０294-32-1517
43 朝日 正子
ORIGAMI同好会
316-0001
44 ホバークラフトを作ろう！
029-269-5500
44 日熊 啓介
茨城県立産業技術短期大学校
311-1131
４５_１ 手形マジック
029-228-8389
４５_１ 山口 央
茨城大学理学部
310-8512
４５_２ 地球や月を作り、宇宙を感じよう
029-228-8370
４５＿２野澤 恵
茨城大学理学部
310-8512
46 これはビックリ手作り発電機のいろいろ
0297-60-2223
46 近藤 典明
竜ヶ崎発明教室
301-0005
47 くるくる戻るブーメラン＆静電気で遊ぼう
029-262-4349
47 稲野辺 滋
ひたちなか市立那珂湊中学校
311-1213
48 太陽のプラズマを見てみよう！
029-270-7212
48 川戸 麻衣子
日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所
311-0193

問い合わせ先
ひたちなか市津田 1765-28
無し
ひたちなか市東大島 3-26-15
fuku-y@hkg.odn.ne.jp
茨城県ひたちなか市佐和３０５７-５
cubtracker6@ybb.ne.jp
常陸太田市大森町５２７－３
hirane-kenichi@naka.hitachi-hitec.com
茨城県ひたちなか市市毛882番地
tabiko-h@hitachinaka-knet.ed.jp
ひたちなか市田彦１４４２－１
tabiko-h@hitachinaka-knet.ed.jp
ひたちなか市田彦１４４２－１
tabiko-h@hitachinaka-knet.ed.jp
ひたちなか市田彦１４４２－１
ty_misawa@ybb.ne.jp
那珂市東木倉952-15
tuge.takuya@mail.ibk.ed.jp
水戸市笠原町1284 茨城県立緑岡高等学校
nara1942@cameo.plala.or.jp
日立市森山町１－１０－３
k.fukuda@star.ocn.ne.jp
ひたちなか市田彦1116-71
miyokesu@diary.ocn.ne.jp
ひたちなか市中根３３３７－２３４
miyokesu@diary.ocn.ne.jp
ひたちなか市中根３３３７－２３４
13pm37t@mcs.ibaraki.ac.jp
水戸市文京2-1-1 茨大大学院技術教育専修
f-kaneko@space.ocn.ne.jp
日立市金沢町4－4－14 おもしろ科学同好会
f-kaneko@space.ocn.ne.jp
日立市金沢町4－4－14 おもしろ科学同好会
mamie_163@ybb.ne.jp
ひたちなか市中根４７４７－４
morit@ee.ibaraki-ct.ac.jp
ひたちなか市中根866 茨城工業高等専門学校
yamagishi@taisei.ac.jp
水戸市五軒町 3-2-61
kio@sec.ibaraki-ct.ac.jp
ひたちなか市中根866 茨城工業高等専門学校
yamagishi@taisei.ac.jp
水戸市五軒町 3-2-61
ouchi_nobuyoshi@yahooo.co.jp
水戸市新原2－7－56 清水 昭郎
smatsuka@mx.ibaraki.ac.jp
水戸市文京2-1-1茨大教育学部化学研究室
無し
茨城県日立市 諏訪町２－１－２１
hibuma@ibaraki-it.ac.jp
水戸市下大野町6342 県立産業技術短期大学校
yakira@mx.ibaraki.ac.jp
茨城県水戸市文京2-1-1 茨城大学理学部
yakira@mx.ibaraki.ac.jp
茨城県水戸市文京2-1-1 茨城大学理学部
kondoh@mth.biglobe.ne.jp
茨城県龍ヶ崎市川原代町１１２３－５
minatojh@hitachinaka-knet.ed.jp
ひたちなか市牛久保１－１０－１３
kawato.maiko@jaea.go.jp
那珂市向山801-1 日本原子力研究開発機構

