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科学実験から広げる弥験型知合教員’

サイ　ンス倶楽部

//www.5cience
ly 。，！,，／
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お問い合わせ
一0120－313－786月‐金曜日/1ﾛ:00--17:30

・お客様の悟入情報のお取り扱いについて・

サイエンス倶豪邸は、個人情報に関する法令、ガイドライン等の遵守徹底を図るとともに、厳格に個人情報を適切かつ厳重に管理、保護するよう努めます。お客様の個人・報は、サイエンス倶楽部の入会に関する資料

の湛伺および率業範囲内でのみに使用し、他の目的には一切使用いたしません。
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　　中学生になったら、

サイエンス倶楽部プラス！

　サイエンス倶楽部中学生コース

入会のご案内と実習スケジュール
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Ｉ物理・化学・生物・地学」といった形が明確|こなＺ‘吋”’
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匹

ﾉﾑ学生までは理科謳EFきだったのに、何だか好きでぷ(可きこ

匹
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そんなことがないように、通常岫「わnシｕ－ズly芯Ｚ

中学生になって習う基礎的なことを中心にこれは抑えりなた･レ
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　　　　‾‾　　‾‾　　　　　1　　　　　｡1 ･･･4゛-j゛’これで理科力を確実に伸ばすことができるのです。　　　・で

中学２年生以上になっての「わかりシリーズH」でﾌｺﾞiTT:Z;i･　　こときに必要になる

内容を先取りで学習するとて貧もがぶつかる科

匹

|理科か好きから理科が得意」へと進んでいけるのです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　｜

らうひとつは､|

これからの時代に必要なのは、グローバル

それは単に外国語が話せるというものでは1

吉辰ｔ。

り
く自らの考えをきちんと説明することかでき、

それを相手に伝えることができるようになることだと、サイエンス倶楽部は考えます｡|

そこでプラスでは

科学的な考え方を通じて、思考する力をつけられること

そして自分の考えを他の人に伝えることかできること

実寅実習での多くの経寅から

☆

賤公の皿£圓皿り出

ニー･『

　--皿r-－皿㎜㎜㎜-皿-J皿‾¬　　　　－
将来進むべき道を見出すこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114.1!●4

服先端の科学にふれ、見識の幅を広げることを目標に活勤していきます.｀|●|
･Ｊ●

中学圭・u圭ｏ。期。H､才一圭unといっても過言むあ
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多くの卒業生か｢進路を決める上でサイエンス倶楽部から影響を受け|だ1｣‘II?1111�

話してくれています．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　｣|●IIIIII�
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皆さんの成長をサポートします。
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分たちで行ってもらいます｡実習では目的を明確にし､仮説(予想)を|
ゴ
‾|
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フスの通常実習は小学生のときの雰囲気を残しつつ、より多くのこと|

た7て、自ら実験し､得られた結果に対して考察を加えていきます｡身近な

ものや現象から科学の真理へと分け入っていきましょう。

SPL

(Speda↓Pr(場ram of sdence-dub Laboratory)

トライ＆エラーは科学や工学の基本です｡何日かに分けて実習室に通っ

て､試行錯誤しながらーつのものを完成させたり､―つの分野の基礎を固

めたりすることを目的としています｡実験室に通って自分で確かめる､そ

~/･･－-･ﾂﾞ4jな雰囲気の実習はまさに研究室です。
　　　　　　　ごご工Ｌ

　　　　　マ　り下げ、そのテーマの肝心なところをしっかりつかみ

収れ　習でも通常実習だけではカバーしきれない内容や時間のかか

る実習などを'1日かけｔじっくり行います｡一日科学にどっぷりつかる

yilij)“"｡

-__‾li

の!1研究の中心となっている先生方からそのエッセンスを、実験を通じて

教えてもらえる！　これが大学実習のだいご味です｡中学生の皆さんに

とって大学は敷居が高い場所だと思われがちですが、決してそんなこと

はありません！　臆さずいつも通り実験にチャレンジしよう。

科学は研究室の中だけで行れるものではありません｡自らが出向いて、

　-〃--W　　　　　■　　　　　　■■四竹っ　　ー　　こへ　　φに　゛。こｙ

でしかできない大がかりな実験を行うこともあります｡どちらの実習に

しても､まずはそれを体全体を使って感じとっていく､その経験が大切な

ことなのです｡友人だちと一緒に寝起きして、語らい、自分のことは自分

を行う、みんなで協力する、そんなことも野外では多く行います｡科学だ

けでない実習､人を育てる実習､それが野外実習です。
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通常実習　わかるシリーズ]八中学１年生対象y

各教室で行われるサイエンス倶楽部のプラスの

基幹となるのが通常実習です

わかるシリーズＩは、中学１年生のみなさんが中学で学ぶ「物理・化学・生物・地学」分野の

基本を先取りでわかりやすく学べる内容となっています。

まさに「わかった」とうなすける実習です。これで中学の理科もバッテリです。

わかる物理Ｉ①

　　～電流と磁界～
電気は難しいからきらい！　という話をたまに聞きますが、テキスト

だけで考えるのは大人でも難しいです。しかし電気のしくみはとても

大切なことなので実験で試しながら考えていくとピンとくるものがあ

ります。コイルと強力な磁石で発電の仕組みを学びアルミニウムパイ

プに強力磁石の不思議な関係を解き明かしていく中でコイル・磁石・

電流の関係を理解します。またエネルギーとしての電気に着目し、抵

抗による熱で作るお楽しみが待っています。

わかる生物Ｉ①

　　～ソウリムシの生体反応～
人の細胞は60兆と言われています。それに対しソウリムシはなんと

一つの細胞だけで生きています。それなのにオシッコもするし、重力

を感じるし、電気も感じます。今回は生きたソウリムシを便ってその

生体反応に迫っていきます。じつは生きた動物に刺激を与えて反応を

見る実験はなかなかできるものではありません。モデル動物として研

究に用いられているソウリムシだからこそできるさまざまな実験・観

察にチャレンジしよう！これは縫目についてわかる実習です。

わかる物理Ｉ②

　　～基礎の力学～
力学も本来、実際に実験してデータをとり考えていくことで理解

するものなのですが、どうしても教科書が中心となり消化不良を

おこしてしまいます。今回は自分が実験台になって、ダイナミック

に力学のキモをつかみとります。自分の体験したことを物理的に考

える、そこが大切なのです。また力の合成・分解についても実験し、

その結果をまとめることから、自然に高校で学ぶベクトルまでわか

るのです。ここで先取りしておけばもう安心です。

☆わかるシリーズとは
　「わかるシリーズ」をお勤めするのは、今まで以上に理科に興味と関心を持ち続け、さらには将来の選択

肢を広げてほしいと考えているからです。理科が「物理・化学・生物・地学」分野ごとの内容になると、

せっかく小学生の時から理科が大好きで楽しめていたはすなのに、理科がおもしろくない、難しいと感じ

てしまい理科から遠さかっていくという悲しい現実を耳にします｡そうならないように､「わかるシリーズ」

では、中学でこれだけは押さえておいてほしい内容を絞り込み、さらには高校の理科でも、発展的な力が

身につくように、実験を通してわかりやすく学んでいただけます。まさに「わかった」と実感していただ

ける実習になっています。理系への道を目指している方はもちろん、そうでなくても将来必要なことばか

りです。「理科が好きから理科が得意へ」私たちの願いを込めて「わかるシリーズ」をお勤めいたします。

わかる化学Ｉ①

　　～気体の重さを測定～
化学は物質の根源を学ぶものです。そこでは物質をどう扱うかが

重要なポイントとなります。そこで今回はとらえどころのない空気

の重さを求めるという命題を立て、どのようにしたらよいかを考え

それにあった方法を考え、実際に実験し、結果をまとめ、考察します。

ここでは気体の重さについて学/ぶことはもちろん、科学的思考法がわ

かることに重点をおいて実習します。実験室にあるものを利用し、自

分で考えて、それを記録し、実践してみてください。

わかる地学Ｉ①

　　　~鉱物分析~

私たちが使っているもののすぺては自然界からもたらされたものと

いっても過言ではありません。ゆえに鉱物の学びはもっと盛んに取り

組まれるぺきだと思っています。古典的な学びであるモース硬度の実

験から鉱物の分類法を学び、その多様性の一端を実感しながら鉱物に

ついてわかることができます。また吹管分析という方法で方鉛鉱から

その生成物の１つである鉛の分離に挑戦します。実験室から地球を感

じてもらえればと忠っています。

わかる生物Ｉ②

　　～アフリカツメガエルの解剖～
生物の基本は個体です。そして個体から器官、組織、細胞、細胞を

構成する細胞小器官、さらにこれを構成するタンパク質へと対象を深

めていきました。今まさに生物学の入口に立っている皆さんにはぜひ

この実習を体験が必要です。人の体とよく似た構造をしているカエル

を用いて、生体に麻酔をかけるところからはじめ、一人１体を自分で

解剖します。実際に解剖することで内臓のしくみは覚えすとも認識し、

わかることができます。

※実習内容は.場合によって一部変更することがあります， ６※実習内容は｡場合によって一部変更することがあります。
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通常実習　わかるシリーズ]]ｙ中学2年生以上j

各教室で行われるサイエンス倶楽部のプラスの基幹となるのが通常実習です。

わかるシリーズTTは、中学２年生以上のみなさんが高校生になってから、むすかしいと感じること

が多い「物理・化学・生物」分野の応用的な内容を中学生のときに学んでおくことで高校の理科も

　「なるほど」とスムーズに理解できること閲違いなしの実習です。

一歩前をいくことができる必見の内容です。
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－実習内容は｡場合によって一部変更することがあります。

わかる物理Ｈ①

　　　　~トランジスタとＬＥＤ~

スマホ・パソコンと新しい電子機器が増えていますが、中身はブラッ

ク・ボックス（何だかわからない箱）になっています。どんなに

複雑な機器も、基本的な部品（トランジスタ・抵抗・コンデンサ）の

集積したものです。私たちの暮らしを大きく変えたトランジスタとＬ

ＥＤを用い自分で回路を組んでその性質を実験することで電子機器を

わかることができます。さらにはトランジスタなどの部品を理解する

ことは物質の構造（原子の構造）を理解にもつながります。

わかる生物Ｈ①

　　　～カイコの幼虫の解剖～
現在知られている地球上の生物種の半数以上が昆虫です。その昆虫を

学ぶことは生物学からも資源の面からも大変重要です。そこで絹糸を

とるがゆえ、非常に多くの研究がなされているカイコの幼虫の解剖に

挑戦しよう。そこには私たちの体の構造とはまったく異なった世界が

広がっています。ぜひ自分できちんと観察し、生物の多様性を感じて

もらうことで、生物によって違う体の構造や特性についてもわかる実

習です。

わかる化学ｎ①

　　　～化学式と化学反応式～
すぺてのものは分子でできていると言われますが、分子って一体どう

いうものでしょう。分子の結合について実験的に学び、まずは化学式

の意味するところを実感します。またそれらを化合/分解と変化させる

ことで化学反応式へと導きます。実際の実験から化学式とその反応の

流れである化学反応式に慣れてしまいましょう。きっとこれまでの反

応がもっとクリヤーに理解できわかるはずです。
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わかる物理Ｈ②

　　　～落下運動～
モノが落ちる｡あまりに当たり前ですが､ニュートンがそこから引　力

を見出したことは大変有名です。このように現象の理解をしようと始

まった力学も、今や計算問題のようになっています。そこで実際にモ

ノを落とし、その速さと時間を測定し、グラフ化し、その関係性を見

出し、速さと時間の関係を数学で表す。言葉では難しいですが実験し

ながら本来の物理を確かめていけば必すわかります。またスカイツリ

ーからモノが落下させたときの速さも求めることができるのです。

わかる生物ｎ②

　　　～ユスリカ・だ液染色体～
遺伝は生物学の重要なテーマですが、ＤＮＡにせまる実験は多＜あり

ません。今回はユスリカのだ液染色体の実習を通じて遺伝子ＤＮＡか

らＲＮＡが転写されていくという遺伝情報の発現の道筋をわかること

ができます。これは遺伝子からタンパク質をつくる道筋の一部です。

虫の遺伝子ではありますが、ヒトもまた同様のことが行われており、

自分の遺伝子ＤＮＡの学びへとひろげていきます。

わかる化学n②

　　　～molとアボガドロ定数～
　『すべてのものは分子からできている』との考えから生まれたmolは

化学を学ぶ上での重要な基本単位です。しかしここでつまづく人が多

いのも事実です。そこでmolを実感するために、さまざまなl mol を

作ります。そして酸素と炭素の化合といった簡単な化学反応について、

それぞれの量を決めて行うことで、結果を予想し、実験していくこと

で得体のしれないmolもなるほどとわかることができます。ぜひmol

の有効性を実感し最強の武器として今後の学びに便ってください。

・実習内容は｡場合によって一部変更することがあります。 ６
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SPL

USpedaI Program of

sdence-club Laboratory）

SPLでは数回にわたって教室で実習する

連続性のある実習を行います。

研究室に通う感覚で参加してほしいとの思いを込めて

｢Laboratory｣をつけました。

豚足骨格標本 (全3回)
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骨格標本を作製して観察することで生き物の体のしくみを学ぶことができます｡今回は

0甫肌類で私だちととても密接な関ｲ系のあるプタの脚にターゲットをしぼり､骨格標本の

基本ともいうぺき形での標本作製にチャレンジします｡プタの脚の部分から大きな骨か

らとても小さな骨まで丁寧に取り出して、きれいに洗浄し、骨格のもつ仕組みと役割を

考えなからひとつひとつ組み上げていくことで理解を深めていくことかできる実習で

す。とても小さな骨でも大きな意味をもっているはすですから、それらも考えなから組

み上げていきます。できあかった豚足骨格標本は、ケースに入れて持ち帰ります。家で

飾ることもできますので、いつまでも大切にして宝物にしてください。

透明骨格標本 (全4回)

―鉛的な骨格標本の作製方法である水で煮て肉を無とし骨だけにして組み自しますが、

小さい魚等を骨の一つひとつがとてもj』1さく、この方法で標本にするのはたいへん難し

いものがあります。また繊細な骨格要素を再現できなくなることもあります。透明骨格

橋本は物理的に肉を取り除くのではなく､組織を透明化することで骨格をみることがで

きるように薬品を使って標本にするのです。また軟骨・硬骨の染め分けもできて、より

詳しく観察ができます。日数もかかり揃品も多く使いますが、自分だけの遅明骨格標本

を作りあげましょう。標本は種類の達う２つの生き物を使います。さて、どんな生き物

を橋本にするのか？お楽しみに！

中学２年生以上テーマ

インドア・プレーン (全3回)

インドア・プし一ンとは、その名の通り室内で飛ぱす飛行機です。一如種類は多くありま

すが、ここでは入門ということで、動力としてゴム§使用し、主に飛行距離如飛行暗闘を

重視して重さ数グラムの軽■の飛行機を無意工夫して作製していきます。飛行機を飛ぱす

というとスピードがむとつのポイント|こなりますが、インドア・プしーンはいかに軽偏に

バランスよく保ちプロペラもゆっくりと回転させ優雅に飛ばすかです。麗の面種や全体の

重■など§計算し、翼の位置や角度など細かな点を嘸えていく、まさにSpL実習にふさわ

しい実習です。設計から製作まで、自９だけのオリジづ'ルの飛行機を完成させてください。

鮪空力学を学ぷ第一歩としてチャしンジしてください

－実習内審は｡場合によって一部変更することがあります。
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SP(spedaI Program)

SPでは身近なものや現象を入口に

科学していきます。

実習テーマは毎年かわるので、

今しか受れない実習です。

新たな発見から深い理解へとつながります。

これまでの主な実績

哺乳類の解剖から自分を知る
薬剤処理されたブタを1人１個体ずつ解剖

し､内臓･脳一目などきちんと確認していきま

す｡頭の中に体内の地図をつくりあげていく

ことで今後の学びに非常に役立つ実習内

容です。

＜2013年度夏季テーマ＞

分離
化学的手法で自然界から元素をとりだそう

自然界に存在するものから､私たちにとって　･I

有用なものを分趙しとりだすこと、これは化

学の大事なテーマです｡いくつかの違う方法

で実際に分離を行います｡さて昆布からとり

だせた元素はなんでしょう。

＜2013年度冬季テーマ＞
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・実習内容は.場合によって一部変更することがあります， ８



９

大学実習
大学でハイレペルな実験にチャレンジ。

研究施設の見学や大学生との交流も。

'｀W

大学を訪れて､中学生ではまず経験できない本格的な実験を行います。

指導してくださるのは大学の教授や講師の方です。

また､実習をサポーﾄしてくださる大学生や

大学院生の方々と話せることも大きな魅力です。

ランチタイムなどにコミュニケーションを深め。

「研究すること」「発見すること」の

本質的な世界を感じ取ることができます。

これまでの主な実績

財界を変えた!

蛍光タンパク質にせまる!

１

jｼ

｀い

メ゛
ａ

°９

　'ゝゝ　　　　.I'

f゛I゛

（

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奎京薬科大学生命科学部

世界を蜜えたノーベル鴬受鴬研究にチャレンジ!

この実習では下村脩先生がオワンクラゲから分離した蛍光タンバク貿がどのようなこと生かされて

いるかを学ぴました｡そして蛍光タンバク質がどのような過程で作られるのかを実際に体験すること

で､遺伝子工学の基礎も併せて学ぴました｡蛍光タンバク質使った研究は医学･生物学の分野で

盛んに行われています｡このような学ぴはみなさんの将来へとつながっていきます。

医薬品の合成に挑戦!

コースAかぜ薬の歴史と化学

コースB麻酔薬にせまる!

／、

東海大学工学部

自分たちで薬を作り､化学の世界を探究しました!　東海大学･稲津教授の指導のもと､｢かぜ薬の

合成｣･｢麻酔薬の合成｣の2コースに分かれて実習を行っています｡どちらのコースでも薬になる物

質が自然界からどのように発見され､その分子構造がどのよう|こ決定されたかを確認Ｌ､副作用を

抑制しつつ､有用性を高める物質へと変化させることを､実験を通じて学んでいます｡この実習で

は化学の学ぴだけでなく､化学を通Lこての社会貢献であることも学ぴます。

物質の第四状態?ﾌﾟﾗｽﾞﾏを探れ
～プラズマと核融合エネルギー～

―
―
＠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日水大学理工学部

みなきんのよく知っている｢火｣は物質のΞ鮑(気体､液体､固体)のどれにも当てはまらない｢箇四

の状態:プラズマ｣です｡実は｢プラズマ｣は､オーロラや太陽里などの普段眼で見ることができない

ものだけでなく､ろうそくの炎､蛍光灯､プラズマTV…とみなさんの身近にも多くある現象なので

す｡この実習では｢物理学とぼ?｣から始まり、｢プラズマの正体とは?｣まで､プラズマ発生装置も使

い､そのナソを解き明かしていきました。

・2013年産実習の詳細に関しては､その都度募集要項をお送りします。

/

一

4、、

／

●

－

７

フィールドワーク主体、

実験主体－アウトドアで多様な実習。

－－
『

il

サイエンス倶楽部会員だったみなさんにとっては

おなじみの野外実習を、

サイエンス倶楽部プラスオリジナルの野外実習へと進化させています。

フィールドワーり主体､実験主体と、

多様な特色を持った野外実習をラインナップしております。

これまでの士な実績

Si02の科学
～クォーツの不思議を解き明かす～

この実習では水晶(石英)を多角的に学んでいます｡まずは大学を訪れ､水晶の

権威である先生に講義をいただきました｡また､日独宝石研究所では水晶を宝石

の観点から学び､山梨県工業技術センターでは県職員の方々とNPO法人山梨

水晶会議のご協力により水晶の加工についても学びます｡水晶採集では目的の

ポイントまで道なき道を登り､水晶を見つけ出しました｡採集した水晶は鉱物標本

とし､水晶の重要性をいくつかの実験を交えながら学んでいきました。

Ｍｎ Ｍｉｎｅｒａｌｓ

～マンガン鉱床から貴石をさぐれ～

今回のテーマである｢マンガン｣はﾚｱﾒﾀﾙの1つで､製鉄や製鋼になくてはなら

ない材料です｡現地の先生から渓横川鉱山の歴史と採集できる鉱物についての

講義をいただき､険しい沢を登り採某地へと向かいました｡採集は難しかったので

すがマンガン鉱物を見分けて採ることがでました｡採集したマンガン鉱物はその

同定方法について学び､実際に同定も行いました。

宇宙からのメッセージ
～電波観測で流星群を追え～

ペルセウス座流星群の極大日に合わせて､さまざまな方法で流星群を観測するこ

と､天体観測の基礎を実習することをテーマに実習を行いました｡現地の先生に

・の星座の基本をご指導いただき､流星観測を実施しています｡また流星電波

観測を行い､流星が流れると聞こえる｢ポーン｣という音をパソコンに取り込み､解

析していきました。

S2013年度実習の鮮細に閥しては､その都度募Ｓ要項をお送りじます。10
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サイエンス倶楽部PLUSへの入会要項

サイエンス倶楽部ＰＬＵＳは中学生を対象にした理科実験教室です。

教室で行う通常実習・ＳＰＬ実習・ＳＰ実習から、大学での実習、野外実習など幅広い視野で考察できる豊富な実

習プログラムをご用意しています。

それらの実習にご参加いただくためには　、会員登録と通常実習の参加クラスをお決めいただく必要がございます。

【入会資格】

　中学１年生から中学３年生までの方

【登録期間】

　中学１年（2015年４月１日）から中学３年（２０１８年３月31日）までの最大３年間

【費　用】

　入会金　　　２０、６００円（税込）

　施設費　　　１８、５００円（税込）

　※2015年３月に６年生を修了され、４月から引き続き更新される場合、入会金は必要ございません。

　※以前にサイエンス倶楽部に入会されたことのある惣は、再入会となり入会金は半額になります。

　※入会金・施設費は、途中退会の場合でも返還されません。

【会員規約】

　１５ページからの「規則と注意事項」に準じますので、ご確脂をお願いいたします。

【入会方法】

　入会申込書または吏新登録申込書に必要事項をご記入の上、規定の写真を貼付いただき、サイエンス倶楽部に

　ご持参いただくか、ご郵送ください。

　入会申込書または更新登録申込書の確認ができましたら、会員登録確定およびクラス確定のお知らせとお支払いの

　ご通知を送らせていただきます。

【入会特典】

　サイエンス倶楽部ＰＬＵＳオリジナル実験用白衣（大人用）

　サイエンス倶楽部の会員専用サイトヘのアクセス権

　ご兄弟姉妹がサイエンス倶楽部へ入会の場合、入会金割引の適用（詳しくは規則と庄意事項をご覧ください）

【実習参加方法】

　　通常実習については、13～14ページの実習スケジュールをご覧いただき、所属教室の日程にご参加ください。

　　所属教室の日程でご都合付かない場合には、他教室の同テーマの実習に振替えてご参加いただけます。

　　大学実習・ＳＰ実習（特別実習）・野外実習については、実習のご案内を別途させていただきますので、そちらを

　　ご覧ください。

【実習費】

通常実習の参加費用は、支払期日までに一括でお支払いいただきます。

ＳＰＬ実習とセットの通常実習クラスをご希望の方は、その実習費も含めてお支払いいただきます。

その他の実習については、参加確定の通知とともに、お支払いのご案内をさせていただきます。

１１

通常実習＆SPLへの申込方法

　１　実習のｼｽﾃﾑ
◆参加対象’

　　サイエンス倶楽部ＰＬＵＳの会員

◆参加実習

　　登録いただいた通常実習クラスの年間スケジュールの日程にご参加いただきます。

　　実習に参加いただくには、Ａ～Ｃのいずれかのクラスに登録いただきご参加いただきます。

◆参加教室

　　所属教室での参加、および日程の都合がつかない場合には、他教室への振鼓をしてご参加いただけます。

　　振髄での参加のー合には、事前にご連絡が必要となります。

◆開催日時

　　年間スケジュールに設定の土曜または日曜の実習日、実習粕間は、すべて１８：○○～２０：○○

◆実習参加費

　　Ａクラス　　　フ6､200円　　　通常実習６回、SPLI回に参加

　　日クラス　　　46､800円　　　通常実習６回に参加

　　Ｃクラス　　　32､800円　　　通常実習４回に参加

　　　※Ｃクラスの参加できる実蜀は中学１年はRI～R4、中学２年以上はR7～RIO

　　　※追加で実習に参加のー合の実習費は通常実習１回８､５００円、SPLI回３４､０００円です。

一

通
常
実
習

I圖

中1のみ

国

RI わかる物理Ｉ①＜電流と磁界＞

Ｉ

Ｏ

Ｉ

Ｏ

圃

○

四

各テーマ

¥8,500

R2 わかる生物Ｉ①＜ソウリムシの生体反応＞ ○ ○ ○

Ｒ３ わかる物理Ｉ②＜基礎の力学＞ ○ ○ ○

Ｒ４ わかる化学Ｉ①＜気体の秉さを測定＞ ○ ○ ○

Ｒ５ わかる地学Ｉ①＜鉱物分析＞ ○ ○

R6 わかる生物Ｉ②＜アフリカツメガエルの解剖＞ ○ ○

中２以上

R7 わかる物理ｎ①＜トランジスタとLED＞ ○ ○ ○

Ｒ８ わかる生物ｎ①＜カイコの幼虫の解剖＞ ○ ○ ○

R9 わかる化学ｎ①＜化学式と化学反応式＞ ○ ○ ○

ＲＩＯ わかる物理ｎ②＜落下運動＞ ○ ○ ○

Ｒ１１ わかる生物ｎ②＜ユスリカ・だ液染色体＞ ○ ○

Ｒ１２ わかる化学ｎ②＜ｍｏｌとアボガドロ定数＞ ○ ○

ＳＰＬ 中１のみ
SI 豚足骨格標本＜全3回＞※3回で1セット ○※

各テーマ

￥34,000
Ｓ２ 透明骨格標本＜全４回＞※4回で1セット ○｀

中２以上 Ｓ３ インドア・ブレーン＜全3回＞3回で1セット ○

※SIまたはＳ２のどちらかを選択、追加で両実習参加も可能です

２　その他の実習の参加方法

◆大学実習・ＳＰ実習（特別実習）・野外実習のご案内

　　別途、実習のご案内を郵送させていただきます。

◆実習への参加申込み

　　会員専用サイトから受付いたします。

　　詳しくは各実習のご案内または会員専用サイトでご案内させていただきます。

会員専用サイト

URL: hhttp://www.sc:ien(e-(:lub.cojp/membership/



【中学1年対象】　　＜通常＞

　　　　　　　　　　　　＜SPL＞

【中学2年以上対象】＜通常＞

　　　　　　　　　　　　＜SPL＞

【実習時間】　　　＜共通＞

m

S13回1セット､S2 4回1セット

m

[互]

18:00～20:00

＜５月～９月＞

S3 3回1セット
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１
期

5/16(土) RI

5/17(日) RI R7 RI R7 RI RI
5/23(土) RI RI R7 RI R7 RI

5/24(日) R7 R7 R7 R7 RI
5/30(土) RI RI R7 R7

5/31(日) R7 R7 RI R7 R7

6/6(土) R7 R7 RI RI RI R7 R7

6/7(日) R7 RI R7 RI RI RI

２
期

6/13(土) R2 R8 R2

6/14(日) R2 R8 R2 R2

6/20(土) R2 R2 R8 R8 R2
6/21(日) R2 R2 R8 R2 R8

6/27(土)

6/28(日)

7/4(土) R8 R8 R2 R2 R2
7/5(日) R2 R8 R8 R2 R2 R2

３
期

7/11(土) R2 R8 R2 R8 R8

7/12(日) R8 R8 R8 R8 R8

7/18(土) R8 R3 R3 R3

7/19(日) R3 R3 R3

7/25(土) R8 R3 R3 R3 R3

7/26(日) R3 R3 R3
8/1(土) R3 R3 R3 R3

8/2(日) R3 R9 R3 R3 R9

４

期

8/8(土) R9 SI① SI① R9 R9

8/9(日) SI① SI① R9 R9 R9 R9
8/22(土) SI② R9 SI② R9 SI① R9 R9 SI① R9

8/23(日) R9 SI② R9 SI② SI① SI① R9 SI①

8/29(土) R9 SI③ SI③ SI② R9 SI① SI① SI① SI②

8/30(日) SI③ R9 SI① SI③ SI① SI② SI① SI② SI① SI②

9/5(土) SI① SI③ SI② SI② SI② SI③

9/6(日) R10 SI② SI② SI③ SI② SI① SI③ SI② SI③ SI①

５
期

9/12(土) SI① SI② R10 R10 SI③ SI③ SI③

9/13(日) SI③ SI③ R10 SI③ SI② R10 SI③ R10 SI②

9/19(土) SI② SI③ R10 R10 R10

9/20(日) R10 SI③ R10 SI③

9/26(土) SI③ R10 R10 R10 R10

9/27(日) R10 R10 R10 R10 R10

13

　【スケジュールについて】

☆　通常実習・SPLは、登録いただいたクラスでの実習に参加いただきます。

☆　実習目については所属教室の日程でご参加いただきますが、ご都合により他教室の日程に振替えて

　　ご参加いただくニともできます。その際には事前に振替えの連絡をしてください。

＜１０月～３月＞
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６

期

10/10(土) R4 R4 S3① R4
10/11(日) R4 S3① S3① R4 R4 S3①

10/17(土) S3① S3① R4 R4 S3② R4 R4
10/18(日) S3② S3② R4 R4 S3① S3① R4 S3② R4
10/24(土) S3② S3② R4 S3③ S3① S3① S3① R4

10/25(日) S3③ S3① S3③ S3② S3② S3③ S3①

||/7(土) S3① R4 S3③ S3③ S3① S3① S3② R4 S3② S3②

11/8(日) S3② S3① R4 R4 S3① S3③ S3③ S3① S3② S3①

７

期

||/14(土) S3② S3② S3② S3③ S3③ S3③

||/15(日) R5 S3③ S3② S3② R5 S3② S3③ S3②

||/21(土) S3③ R5 R5 S3③ S3③ R5
11/22(日) R5 S3③ S3③ R5 S3③ R5 R5 R5 S3③

||/28(土)

||/29(日)

12/5(土) R5 R5 R5 R5 R5
12/6(日) R5 R5 R5 R5 R5

８

期

12/12(土) S2① S2① S2① R11

12/13(日) R11 R11 S2① S2① S2①

12/19(土) S2① R11 R11 S2② R11 S2② S2② S2① S2①

12/20(日) S2② R11 R11 R11 S2② R11 S2② R11 S2①
|/9(土) S2② S2① S2① S2① S2③ S2① R11 S2③ S2③ S2② S2②

1/10(日) S2③ S2① S2① S2③ S2③ S2① S2②

９

期

|/16(土) S2③ S2② S2② S2② S2④ S2② S2① S2④ S2④ S2③ S2③

|/17(日) S2④ S2② S2① S2② S2① S2④ S2④ S2② S2③

1/23(土) S2④ S2③ S2③ S2③ R11 R11 S2③ S2② R11 S2④ S2④

|/24(日) S2③ S2② S2③ S2② S2③ S2④ R11

1/30(土) S2④ R11 S2④ S2④ S2④ S2③ R11 R11

|/31(日) S2④ S2③ S2④ S2③ R11 S2④

10

期

2/6(土) R12 R6 R12 S2④ R6

2/7(日) R6 R12 R6 S2④ S2④ R6 R6
2/13(土) R12 R12 R6 R6 R6
2/14(日) R6 R12 R12 R6
2/20(土) R12 R6 R6 R6 R12

2/21(日) R6 R6 R12 R12 R12 R12

2/27(土) R12 R6 R12 R6 R6 R12 R6 R12

2/28(日) R12 R12 R12

14

SIIS21
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サイエンス倶楽部PLUS　規則と注意事項

１　入会の手続きと諸費用について

●会　員

　　サイエンス倶楽部PLUS（以下「サイエンスPLUS」）は、株式会社サイエンス倶楽部が運営する会員登録制の理科実験教室です。

　　会員とは、サイエンス倶楽部PLUSの「規則と注意事項」を承認のうえ、所定の手続きを経て入会された中学牛パ16才未満）を

　　いいます。

●会員証

　　会員には会員証を発行します。また、会員証に記された会員番号が与えられます。

　　会員番号は、会員として在籍している限り有効です。ただし、小学生コース６年生を修了してサイエンスPLUSへ引き続きご入会

　　いただいた方は、会員番号に変更はありません。また、小学生コースの時の会員趾を引き続きこ･冴|』用いただきます。

　　実習などに参加の際には、会員証は必ずご持参してください。

　　なお、会員証を紛失・破損された場合は、再発行の手続きをしてください（再発行手数料1､000円）

●入会について

　　　「サイエンスPLUS」の趣旨・目的・指導の方法等をご遡解いただいた上で入会してください。

　　入会を希望される方は、所定の申込書を揚出し、別に定める費用を指定する方法と期日に納入していただきます。

　　なお、先生やスタッフの指示・注意を守れない塀紹ヽや、主に安全面の理由から活動への参加が適当でないと認められるときには、

　　入会をお断りすることもありますのでご了承ください。

●入会期間について

　　入会||寺の学年、入会jに関わらず、中学３年のaJi末日までを会員期間といたします。

●入会申込書の提出について

　　所定の申込書に昌要事頃を漏れなく記入の卜、会員となる本入の署名および、その保護者の署名捺印をして提出してください。

　　なお、申込書の記入寮頃は、緊急追絡・懸路への対応等を行う際に必要ですので、正確な記入をお願いします。住所・連絡先の変

　　更々健康面の変化等がありましたら、速やかに「サイエンスPLUS」までお知らせください。

●入会金

　　入会金は、20､600円（税込）とし入会時に一括で納入してください。

　　ご兄弟姉妹が、会員の場合の入会金については、下記のように取り扱います。

　　ただし、入会金の免除は、どちらか１つが適用されるものとし、重複での適用、あるいは他の割引制度との併用はできません。

①サイエンス倶楽部小学生コースの６年生修了の会員が、中学１年の４月１日より引き続き「サイエンスPLUS」に入会される堀

　合は、入会金の全額を免除いたします。

②「サイエンスPLUS」の会員のご兄弟姉妹の方が「サイエンスPLUS」、サイエンス倶楽部の「小学生コース」または「幼児コ

　ース」に入会される場合は、入会金の半額を免除いたします。

③現在、ご兄弟姉妹がサイエンス倶楽部の「小学生コース」または「幼児コース」に入会されている場合は、入会金の半額を免除

　いたします。

④過去に「サイエンスPLUS」、サイエンス倶楽部の「小学生コース」に入会されたことがある方は、入会金の半額を免除いたしま

　す。

⑤会員のご兄弟姉妹が、同時に『サイエンスPLUS』、サイエンス倶楽部の「小学生コース」または「幼児コース」に人会する場合

　も、お二人L」からの入会金の半額を免除いたします。

●施設費

　　入会学年より中学３年３月末Ｈまでの金額を、･括で納入してください。

　　施設費は、「サイエンスPLUS」の年間予定実習、野外実習及ぴその他の行事に参加するための登録費用であり、会員証・実習等

　　のご案内送付代・保険代・会員登録事務手銃きなどの費用を含みます。各実習、野外実習及びその他の行事に参加するためには、

　　jl」途実習費用が必要になります。なお、年度の途中、中学２学年以上から入会の垢洽も、ﾄﾞ記費用を納入していただきますので

　　ご了承ください。

　　　◆施設費18､500円（税込）　　中学３年３月末日まで（登録期間最大３年間）

●住所変更等について

　　入会の際に届出の「住所、氏名、電話番号等」についてご変更があった場合は、速やかに「サイエンスPLUS」まで届け出Iてくださ

　　い。届出がない状況で、実習のご案内などが郵送されないニとが発生しても「サイエンスPLUS」では責任を負いかねます。

●実習参加について

　　通常実嶺jおよぴＳＰＬ実嶺jにご参加いただくには、会員が所属する教室での参加クラスを必ずお決めいただき、所定の期FIまでに

実習費を一括でお支払いいただいた上で、年間スケジュールにてご参加いただきます。〔参加クラスを登鉦t!-ずに会員になることはでき

ません｡〕所属教室の日程でご都合がつかない場合には、他教室の同実習に振替をしてご参加いただくことができます。ただし、その場

合には事前に振替のご連絡をいただいた上でご参加してください。登録いただいた参加クラスによ・て実習への参加回数が異なります

のでご注意願います。また、参加クラスを登録せずに実習に参加いただくことはできません。大学実習・ＳＰ実習・野外実習は、別途

ご案内いたしますので、要項に従･ってお申込みしていただきご参加をお願いいたします。

●実習参加の対象者について

　　　「サイエンスPLUS」が企画・開催する仝ての実習は、会員のみが参加できるものであり、会員以外の兄弟・友人およびサイエン

　　　ス倶楽部の元会員等が参加することはできません。参力0をご希望の場合には、「サイエンスPLUS」への入会をされた卜｡での参加

　　　とさせていただきます。

●退会について

　　会員登録期間満了前に､退会をしたいときには､所定の書式にて退会理由等の必要事項を記入して提出してください｡その際には、

　　退会理由の如何を問わずに入会金・施設費の返還は一切ございません。また、退会後に再入会を希望される場合には、所定の入会

　　金と施設費があらためて必要になります。

●退会処分について

　　　会員・保護者または会員の関係者が周囲に多大な迷惑をかけた場合、或いはかけると思われる行為・行動をした場合、サイエンス

　　　PLUSの「規則と注意一一贋」を守られない場合には、会員・保護者に、改善の指導を行います。指導があったにもかかわらず改善

　　　がみられないと「サイエンスPLUS」が半|』断じた場合には、その会員は退会処分といたします。

　　　教室外での12活動一実喪中に関してもこれに準じ、場合により保護者に迎えに来ていただこともあります。この場合に発生したご

　　　負担についての請求等には一切応じられません。なお、そのいずれの坦一合も、人会金・施設費・実習費等の返還はできません。ま

　　　た、退会処分となりた会員の、再入会をお受けすることもできません。

２　活動について

●活動への参加について

　　　『サイエンスPLUS』の活動は、ご案内する実習や野外実習及びその他の行事に、参加申込みをしていただき、所定の実習費用を

　　　お支払いいただいての参加となります。入会のみで参加できる活動は原則的にございません。

　　　また、参力nクラスの実習に参加することができなかうた場合でも、入会金・施設費・実習費の返金等はございません。

●活動への参加申込方法について

　　　活動への参加申込みは、インターネットにつながるパソコン・携帯電話などを利用していただき、会員専用サイトの申込みフォー

　　　ムから受付をさせていただきます。入会後には、会員専用サイトヘの登録をお願いいたします。

●欠席・遅刻の連絡について

　　参加予定の実習に、やむを得ず遅刻や欠席をされる湯今は、万一の緊急事態（途中の事故等）に連やかに対処を行うためにも、参

　　加実習ごとに指定した「サイエンスPLUS」の連絡先に必ず事前にあるいはその状況がわかり次第にご連絡ください。

●実習参加の安全意識について

　　事故防止のため、指示があ、た番台を除き、備品・器具・スイッチ類・窓・非常設備等にふれることや、勝手に所定の実習案から

　　出たり、廊下・階段などで遊んだり、無断で教案以外の施設に立ち入ることを禁じます。

　　なお、禁止事項や先生の注意・警告を無視した行動で生じた事故や損害については、「サイエンスPLUS」とその職員は一切責任

　　を負いかねます。また、周囲に与えた損害に関して全額を補償していただく場合もございます。

●野外活動での安全について

　　　『サイエンスPLUS』が主催する野外4舌励に参加する場合においても、先生の指示や注意に従い、自分自身や周囲の安全に|･分注

　　意して行動Ｌていただきます。また、周囲に迷惑や危険を及ぼす行動・行為も禁じさせていただきます。

　　なお、禁止事項や箆生の注意・警告を無視した行動で生じた事故や損害については、『サイエンスPLUS』とその職員は一切責任

　　を負いかねます。またム湖囲にり･えた損害に関Ｌて全額を補償していただく場合もございます。

●台風・地震等の（非常時）について

　　活動開始前において、台風や地震等による災害や天変地異、官公庁の命令などの不可抗力が事由により、活動を安全にすることが

　　困難であると「サイエンスPLUS」が判断Ｌた場合には、活動開催を申|ﾄさせていただきます。

　　また、活動中においても上記事由により、活動を安全に実施することが困難であると「サイエンスPLUS」が判断した場合には、

　　活動を中|ﾄＬ、必要に応じて各教室で定められた避難場所に実習運営責任者の指示のもと避難・誘導いたします。

　　活動を中止した場合には、その旨の連絡をいたＬます。その際は必ず保鎗者の方にお迎えにきていただいた上でお帰りいただきま

　　す。また非常事態に備え、会員と保護者との連絡・待ち合わせ方法などをあらかじめ決めていただくようにお願いいたＬます。

●持病・活動中の急病について

　　持病や体質などについては、入会の際にご提出いただく「入会申込書」の所定欄に細かく記入してください。特に、

　　関するものや、喘息・アレルギー（薬物・食物・その仙）などに関しては、公一の際に適切な対処を行うためにも、

　　いようにお誕いいたします。

３　実習参加の心得について

心臓・頭部に

記入漏れが剱

●活動準備について

　　教室での実習や野外実習及びその他の行事に参加の際には、その都度取り決められた、持ち物・身だしなみで参加してください。

　　実習開始時間には、ゆとりをもって活動し、実習開始時間の5分前までには、実習のできるスタイルで待機してください。

●身だしなみについて

　　実習を安全に行うために、髪は乱れないように整え、必要に応じてヘアバンド等で止めてください。

　　後ろでまとめるようにしてください。金属製の装身具などは、あらかじめはずしておいてください。

　　だけ汚れてもよい服装で参加するようにしてください。

特に

また

髪が長い場合には必ず

実習の際には、できる

16
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サイエンス倶楽部PLUS　規則と注意事項
●実習衣について

　　実習衣（白衣）の着用が指定されている場合は、必ず各自で用意じ持参してください。実習衣（白衣）は、実験を安全に行うため

　　に着用すろものであり、サイズが著しく合りていないものや、その役ロを担うことが難しいものでの実習参加は、お断りさせてい

　　ただきます。なお、ご希望であれば、サイエンヌPLUSオリジナルの実習衣を購入していただくこともできます。

　　　『サイエンスPLUS』では、実習衣のレンタルは一切行いませんのでご了承ください。

●履きものについて

　　実習には、履きなれた運動靴・ス二－カーで参加してください。

　　長靴・サンダル・ﾌﾞ’－ツ・ﾉヽイヒール等での実習への参加は禁止します。

　　雨天時など長靴等を履いてお越しになる場合でも、お磁きを必ず持参して履き植えてください。

　　また、実包中は安全のため靴下を必ず着用してください。スニーカーインソックス（くるぶしがかくれないくらいの短いも朗は

　　安全のために避けてください。

●飲食物について

　　休憩中の飲料水は、各自で必ずご用意ください。実習中の飲食（ガム・飴なども含む）は禁止します。

　　飲食が必要な場合には、指定された場所・時間に飲食してください。また、飲食後は、各自責任を持って後片付けをしてください。

　　飲食で発生したものを含め、ゴミが発生した場合は、各自の責任で家庭に持ち帰り処分してください。

●私物・貴重品について

　　必要以|!の金銭、貴重品、ゲーム機器など必要のない私物などは絶対に持参しないでください。私物は指定された場所に置き、椚

　　示されたものだけ携行してください。巍飛品は必ず身につけておくようにＬまＬょう。また、私物は散乱しないように、各自でき

　　ちんとカパン等の中に入れておいてください。ご持参の金銭・貴重品・私物などが、万が一紛失・破損・汚損などした場合でもサ

　　イエンス倶楽剖は、一咳]の責任を負いかねますのでごr承ください。

●忘れ物について

　　忘れ物をした場合は、

　　連絡がない場合には、

連やかに「サイエンスPLUS」へ連絡してください。

２ヶ月間を保管期間とし、それ以降については廃棄処分させていただきます。

●行き・帰りについて

　　実習参加の行き帰りの際には、周囲の人たちの迷惑になる行為を禁じます。また、事故防止のためにも、保護者に無断の寄り道は

　　固く禁じます。実習場所までの交通機関・経路については、保護者と事前によく確認した上で安全に参加Ｌてください。

●会員とご家庭との連絡について

　　万一の緊急事態（行き帰りの際の事故等）に対処が遅れないためにも、会員とご家庭との連絡を欠かさないようにしてください。

　　なお、携帯電話・スマートフォンなどについては、ご家庭とご本人との話し合いで、マナーを守った節度ある利用の仕方を心がけ

　　てください。

　　原則的に、実習中（休憩中含む）は、携帯電話・スマートフォンなどの電源は切っていただきますので、緊急の連絡などがある場

　　合には、参加実習ごとに指定した「サイエンスPLUS」の連絡先までご連絡ください。

●その他の庄意について

　　各実習参加の際には、その都度お渡しする「実習要項」および「実習のしおり」を参照していただき、その指示に従っていただき

　　ます。

４　入会にあたっての確認について

●反社会的勢力の排除について

　　　①会貝およて戸呆護者、その家族は､次の各g･のいずれかにも現在、該当しないことを表明し､かり将来にわた．ても該当しないごと

　　　　を確約するものとします．

　　　　ア．暴力団

　　　　イ．暴力団員

　　　　ウ．暴力団準構成員

　　　　エ．暴力団関係企業

　　　　オ．総会屋等､社会運動等標ぽうゴロまたは特殊知能暴力集団等

　　　　カ．その他前各号に準ずる者

②会員およてJa謹者、その家族は、自らまたは第三者を利用して次の各g･に該当する行為を行わないことを確約いたします．

　ア．暴力的な要求行為

　イ．法的な責任を超えた不当な要求行為

　ウ．取引に関して､脅迫的な言動をしたり、または暴力を用いる行為

　エ．風説を流布し､偽計を用いまだは威力を用いて当社の信用を毀損し､または当社の業務を妨害する行為

　オ．その他前各号に準ずる行為

③会員および保譜者、その家族は、（E頌各号のいずれかに該当Ｌ､もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をＬ､または①項

　の規定に基づく表明･確約に関して虚偽の申告をしたことが判明Ｌた場合、サイエンス倶楽部は､会員・保凄者さまへの事前通

　知なく直ちに教室へ入室をお断りし、実習への参加も停止できるものとする。また、お客さまに通知することにより退会させ

　ることができるものとします。

2015年１月１目第７販
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