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さぁ いよいよ 夏休み目前♪ 今年は
なつやす もくぜん こ とし

どんな夏になりそう？ 夏休みは とって
なつ なつやす

も長いので 普段できないことにも ドンド
なが ふ だん

ン チャレンジしてみようね！！

今回は 夏休み直前！ ということで 夏休み おうちで簡
こんかい なつやす ちよくぜん なつやす かん

単に 実験できる 科学クイズを 出すよ～！！ ぜひ チャレ
たん じつけん か がく だ

ンジして 答えを 当ててみてね♪ (´▽｀)v
こた あ

★科学クイズ①
か がく

コップに氷を入れて 水を あふれるギリギリまで 入れま
こおり い みず い

す。 氷は 少し コップより上に 飛び出して 浮かんでいる
こおり すこ うえ と だ う

よね？！ さて！！ この後 氷が溶けると 一体どうなる？
あと こおり と いつたい

★科学クイズ②
か がく

水に 塩を 溶けきれなくなるまで 入れて 濃い塩水を作
みず しお と い こ しおみず つく

ろう！ そして それを 冷凍庫で 凍らせて 水の入ったコッ
れいとう こ こお みず はい

プに入れると… 一体どうなる？
い いつたい

★科学クイズ③
か がく

つまようじの おしり（とがってない方）に 食器を洗う洗
ほう しよつ き あら せん

剤を 少しだけつけてみよう♪ そして それを 水の入った
ざい すこ みず はい

洗面器などに そ～っと 浮かべてみると… 一体どうなる？
せんめん き う いつたい

さて 今回も 頭の体操を してみよう♪ 暑くて ダウンし
こんかい あたま たいそう あつ

そうな 脳を 元気にしてあげよう！！ (≧∀≦)
のう げん き

まずは ストップウォッチ や 時計を 準備して タイ●Ｑ①
と けい じゆん び

ムを計ってみよう！！ 10 秒 で 答えがわかったら 天
はか びよう こた てん

才？！ らしいよ！！ ファイト♪ (o゜▽゜)/
さい

【問題】 Ａ・Ｂ・Ｃ ３つの ボールを 重い順に 答えよ！！
もんだい おも じゆん こた

ある国の 王様のもとに 馬をつれた ２人の若者が●Ｑ②
くに おうさま うま わかもの

やってきました。 王様は ２人に 「その２頭の 馬を 競争さ
おうさま とう うま きようそう

せて見せよ。 勝った方の馬の 持ち主に たっぷりと 褒美を
み か ほう うま も ぬし ほう び

取らせよう！ ただし！ 後からゴ
と あと

ールした馬の方が 勝ち！ という
うま ほう か

ルールである！！」 …すると 当
とう

然 馬に乗った２人は なかなか ゴ
ぜん うま の

ールしようとせず 止まったままで
と

す… さて どうすれば ２人は 必
ひつ

死にゴールを目指すでしょうか？
し め ざ

●理科室からのお知らせ●

第２回目の【理科室 実験・観察コー
だい かい め り か しつ じつけん かんさつ

ナー】は 【７月15日(火)～17日(木)】
にち ひ にち き

の 【20休み】で 【お手軽♪空気砲で遊
やす て がる くう き ほう あそ

興 味がある人は 見にぼう！！】です。
きよう み ひと み

来てね♪ 簡単にできるので 夏休みの
き かんたん なつやす

工作にも つかえるかも？！ σ(^◇^;)
こうさく


