
親子で挑戦!ワークシート(幼児～小学校低学年向け)

1. ○の部屋

2. 逆さまになる

2. おし合う力

2. 青のパイプ

△と□の部屋は、平らな鏡を組み合わせ

て作られているよ。○の部屋だけは鏡を

曲げて作られているので、自分の姿が横

に伸びて見えるんだ。

曲がった鏡に当たってはね返った

光は、「焦点」という点に集まる

よ。焦点より近くで凹面鏡(へこ

んだ鏡)を見ると、図のA君のよう

磁石には「S極」と「N極」があるよ。

違う極同士を近づけると引き合い、同

じ極同士を近づけると、おし合うんだ。

引き合う力を使うと、ふりこがくっつ

いて動かなくなってしまうね。

音は空気中を1秒間に約340m 進むよ。

赤いパイプは34m、青いパイプは17m

あるんだ。青いパイプの方が短いので音

が速くはね返ってくるよ。

(1)かがみに うつるのは？ ①鏡の部屋 (2)じしゃく あそび ②元気なふりこ

(3)みみを すませば ③やまびこパイプ(1)かがみに うつるのは？ ②変身ミラー
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に自分の姿が大きく見えるんだ。焦点より遠くで見ると、図のBさんのよ

うにさらに大きく、そして逆さまに自分の姿が見えるんだよ。
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親子で挑戦!ワークシート(幼児～小学校低学年向け)

1. 白色

1. 逆さまに見える

3. 穴の横から

1. 走っている

絵の具の色は混ぜていくと黒に近づいてい

くよ。だけど、光の場合はいろいろな色の

光を混ぜると、白に近づいていくんだ。

赤、青、緑は「光の3原色」といわれ、こ

の3色の光を重ねると白い光になるよ。

凸レンズを使うと光を集めることが

できるよ。凸レンズを通った光は折

れ曲がって(屈折して)、「焦点」と

いう点に集まるんだ。焦点より近く

のものは大きく見えて、遠くのもの

は逆さまに見えるよ。

空気に押される力を「気圧」というよ。

ドームの穴の横から風をあてると、

ドームの頂上では空気の流れが速くな

り、気圧が低くなるんだ。すると、

ドームの中の方が気圧が高くなるから

ボールがおしあげられるんだよ。

中の人形は少しずつポーズが違うよ。

装置を回しながら見ると、ポーズの

違う人形たちの姿がつながって、ま

るで走っているように見えるんだ。

絵を重ねてパラパラめくると動いて

見えるのも同じ仕組みだよ。

(4)ひかりで あそぼう！ ②光のパレット
(5)ふしぎ たいけん

①落ちないボール(気圧のエレベーター)
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(4)ひかりで あそぼう！ ③レンズギャラリー (5)ふしぎ たいけん ③立体アニメ
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