
まわ まわ

回るぞ回るー・きれいな不思鵬ゴマを作ろう

なか じぷん つく

みなさんの中に、自分でコマを作って遊んだこ
ひと きよういま み

とがある人はいますか。令日は令まで見たことの
ふしぎ つく まわ

ない2つの不思議なコマを作ります。回すのには
まわ

コツがいりますが、うまく回せばとてもきれいで
たの

楽しいコマです。
み せいしつ

これらのコマは、ヒトがものを見るときの性質
りよう め

をうまく利用して、みなさんの目をだましている
じつ えい

のです。実はこのしくみは、アニメーションや映
が つか げんり

画、テレビにも使われている原理なのです。
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えん 【材料］
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O塩ビパイプコマ「地球と月といちばん星」
えんか ちしつけい なが

• 塩化ビニルパイプ（直径30mm長さ 10cm)
お がみ くろいろ あおいろ

• 折り紙（黒色• 青色）
まる しろいろみどりいろ

・丸シール（白色・緑色・黄色）

• 星シー）レ（黄色）

Oレインボーぴゅんびゅんゴマ
らよつけい

・クッションフェルト（直径25mm)
がようししろし’ろ いと ：：：ぅ

・画用紙（白色） ・たこ糸 (5号）
どうぐ

【道具）
つく かた

作り方

えん ち砂うつき ぽし

塩ビバイプコマ「地球と月といちばん星」
えん し，か ようい ず

(1) 塩ビパイプ（以下パイプ）を用意する（図 1)
もんだいつはうえ ひ とさゆびつくえおつ

【問題l机の上にパイプをおきます。パイプのはじを人差し指で机に押し付けるように
かいてん なにみ

はじいて、バックスピンをかけて回転させてみましょう。何が見えるかな？

ー

りょうめん じょうぎ

• 両面テープ ・はさみ ・定規
しどうしゃ

・パイプカッター（指導者のみ）
しどうしゃ

・ボンド ・きり（指導者のみ）

• のり

くろいろ お がみ

(2) 黒色の折り紙をまく
くろおがみ よこ

黒の折り紙（たて 9cm横11cm) をパイプにまきつけるように、
りょうはし だ ほう よh ず

します。パイプの両端がむき出しの方がよく同ります。 (l~l 2) 町［
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あおいろ お がみ

(3) 冑色の折り紙をまく
くろ い ろ お がみうえ あおいろ おがみ よこ りが おうぶぶん

黒色の折り紙の上に、青色の折り紙（たて 3cm横11cm) をパイプljl央部分にまきつけ
いうめんこてい ず

るように、両面テープで固定します。ゆるまないようにぴったりまいてください。（図 3)
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しろ みどりいろ

(4) 白・緑色のシールをはる
みどりしろまる あおおがみうえ みどり しろ

緑と白の丸シールを、青の折り紙の上にはります。緑は 10こ、白は2こくらいがちょ

うどよいです。

きいろつさ ほし

(5) 黄色の月シールと星のシールをはる
りlうはし くろ お がみ うえ かたほう さいろ まる

両端の黒い折り紙の上の片方に、黄色の丸いシールを
き f

に切って、はりつけます。（図4)
かたはう はし かんせい

もう片方には星のシールを 3つはりつけて完成。

まんIfつ はんげつ みかづき

「満月」「半月」「三日月 1
かたら

の形
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もんだいかんせい まわ

［問題】完成したコマを回してみよう。
bんだいつき ほう

［問題J月がある方をはじいたときと、

わるでしょうか？

あおいろおがみ なにみ

青色の折り紙をはったところは何に見えるかな？
ほし ほっ み

星がある方をはじいたときでは、見えるもようがどのようにか
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2レインボーびゅんびゅんゴマ（図5)

回転板

かたがみ き

(1) 型紙を切りぬく
かいてんばんまいおbて ばんまい き かいてん

回転板2枚（表・うら）、マスク板2枚をはさみで切りぬきます。回転
ばんち0うしんえん つか き

板の中心の円を、カッターを使わずに切りぬくには、
かいてんばんら●うしん む なか さ

①回転板の中心に向かい、中まで切ります。
なかき えん き ず

②中まで切れたら円にそって切ります。（図 6)
からまわ うちがわえんちい せんうえ

空回りさせるので、内側の円は小さくならないように線の上をきれい

r え紅rn , 

血 図5

き

に切りましょう。

かいてんばん いろ

(2) 回転板に色をぬる
かいてんばんいろ ほう じぶん じ ゅういろ

回転板の色をぬっていない方に、自分で自由に色をぬってみましょう。

図6
まい かいてんばん

(3) 2枚の回転板をはりあわせる
かたほうかいてんばん き かさ

片方の回転板のうらにのりをつけ、切りこみが重ならないようにずら

してはりつけます。

ず

(4) コマを組み立てる（図 7)
くろ ばんら0うしん

①黒いマスク板の中心にクッションフェルトをボンドで

はりつけます。
かいてんばん ら9うしん ぶぶん

②回転板の中心のあなの部分をフェルトにはめます。

⇒ 

いちまいくろ ばん

③もう一枚の黒いマスク板とフェルトをはりつけます。

いと とお あな

(5) たこ糸を通す穴を 2つあける
せんまいどお つか た お ひとせんせい ねが 夕竺
千枚通しを使います。組み立てが終わった人は先生にお願いして八を

マ17板 ¥?]舷板 マス7版回転叔マスク板
図7

あけてもらいましょう。

いと とお

(6) たこ糸を通す
いと とお むす かんせい ず

1 m~l.2mのたこ糸を通し、結べば完成。（図 8)

まわ かた

【回し方のコツ】 図8
ゆび ひとさゆびなかゆび ほん いと ば'

かける指は、人差し指と中指の2本がよいでしょう。糸をたるませてねじって、引っ張ります。あとは
かえ おと t、 ま わ せいこう

タイミングよく引く、もどすをくり返すだけです。ブーンッと音を立てて回りはじめれば成功です。
ひば じ か ん な が いと は すこ まわ だ

引っ張っている時間が長いと、糸がピンと張ってコマが止まってしまいます。コマが少し回り出したら、
いと れんし9うじようず み

糸をゆるめるのがコツです。たくさん練習して上手なタイミングを見つけてください。
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