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2015 夏休み家族応援号！

  もうすぐ待ちに待った夏休み。でも頭が痛い

のが「夏休みの宿題」。特に自由研究はみんな

の悩みの種ですよね。そこで、かわや版では

トイレに関する自由研究テーマをご紹介しま

す。親子一緒に楽しんでくださいね。

〈用意するもの〉筆記用具、カメラ、
地図、模造紙、サインペンなど

〈用意するもの〉日記帳、計量カップ
（使用済み牛乳パックなどで代用できる）

■小学１～３年生　■日数：１日　■難易度 ★ ☆ ☆

■小学3～6年生　■日数：3日　
■難易度 ★ ★ ☆

■小学3～6年生　■１週間～１ヶ月
■難易度 ★ ★ ★

トイレットペーパーの芯で万華鏡を作ろう

バリアフリートイレマップを作ってみよう おしっこ・うんち日記をつけてみよう

　　　　　？街のどんなところに、バリアフリートイレがあるかな？
　　　　　？バリアフリートイレの中には、どんな工夫があるかな？
　　　　　　誰のためにあって、どんなふうに使うのか調べてみよう。
　　　　　？地図や表にまとめてみよう。

？1日におしっこは何回出るの？　１回あたりどれくらい
　出るの？　測ってみよう。
？食べたものとうんちは関係があるの？

！商業施設のトイレなどは、管理する人の許可をとってからにしよう。
！トイレを調べるときは、使う人を優先してじゃまにならないようにしよう。

【参考資料】バリアフリートイレって何？／ほるぷ出版
　　　　　かわや版41号　特集 オストメイト対応トイレ

　　　　　　●おしっこ、うんちをした時間 ●その日食べたもの　
                  ●体調や気分 ●その他気づいたことなど 　
■おしっこ→計量カップに取って何ミリリットル出てるのか調べてみよう
■う ん ち→色、形、固さ、状態などを記録しよう

【参考資料】トイレから考えよう 心と健康／ほるぷ出版
　　　　　たくさんのふしぎ傑作集　おしっこの研究／福音館書店

発 展

記録する
こと

なんでうんちは茶色いのかな？ なんでおしっこは黄色い
のかな？　調べてみよう。

中面では、自由
研究にも役立つ
夏休みお出かけ
スポットを一挙
紹介！

工作

できた
～！

やった～！
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　今回のかわや版はいつもと趣向を変えて、「夏休み家族応援号」と題してお
届けいたしました。最近巷では“大人の自由研究”や“工場見学”も密かなブーム
だそうですね。この夏は大人も童心に帰り、何かテーマを決めて探求してみる
のも面白いかもしれませんね。次号では中面でも紹介したトイレのアートフェ
スティバル“おおいたトイレンナーレ”について特集します！（セルベッチオ中嶋）

毎年日本トイレ協会主催で、優れたトイレ建築や文化活動に贈られる「グッドトイレ選奨」。
選奨に選ばれた作品や活動を通してもっとトイレのことを知ってもらうコーナーです。

みんなで作る学校のトイレ
　滋賀県の近江八幡市内にある16の小
中学校はどこも築30年あまりが経過し、和
式便器が大半なこともあって「学校のトイ
レに行きたくない」という思いを抱く子供た
ちも少なくありませんでした。そこで市教育
委員会は「自らがトイレ作りに関わること
で、トイレを大事にする気持ちが芽生えて
くれたら…」と、生徒・児童たちも巻き込
んだトイレ改修プロジェクトに取り掛かりま
した。
　小学校のトイレ改修第一号となった桐原
東小学校では、大学院生とのワークショッ

プを開催し、「理想のトイレ」の絵を描いた
り、ダンボールで作った原寸大のトイレ模型
を体験したりしながら子供らしい発想を取
り入れたトイレプランが作られました。学年
ごとの独自のテーマでできあがったトイレに
は、大学院生との共同制作のモザイクアー
トが飾られ、子供たちの夢のつまった楽しい
トイレが完成しました。さらにこのトイレ改修
の最終目標は「長く大事にしてもらえるトイ
レ作り」。“おそうじマニュアル”を作り、クイ
ズ形式で子供たちに説明したりと、トイレの
取り組みはまだまだ現在進行形です。

　改修した学校では「トイレに行くのが楽
しみ」という児童が増えているようです。トイ
レがこんなカラフルできれいだったら行く
たびに気分が明るくなりそうですね。

～グッドトイレ選奨2014から～

編
集
部
よ
り

滋賀県近江八幡市教育委員会事務局

改修後のトイレ、モザイクアート

アメニティＣＭ「子供編」

youTubeアメニティ公式チャンネル

　インターネット放送「ワロップ」で、毎回その道の専門家をゲス
トにお招きして、さまざまな文化を紹介する番組。
●放送は〈毎月第一金曜日12：00～12：30〉の生放送

　この度、動画投稿サイトYouTubeに、株式会社アメニティの公
式チャンネルを開設いたしました。株式会社アメニティが提供する
インターネット放送「カルチャーオブジャパン」や、アメニティの企
業ＣＭなど、関連動画をアップしています。今後も魅力あふれるコ
ンテンツを増やしていく予定ですので是非ご覧ください！

ワロップの視聴は
http://www.wallop.tv
または、スマートフォンの
専用アプリで。

「カルチャーオブジャパン」の放送画面

YouTubeに株式会社アメニティ
公式チャンネルがオープン！

カルチャーオブジャパン

株式会社アメニティ公式チャンネルは、
YouTubeのトップページ
(https://www.youtube.com/）
で「株式会社アメニティ」と
検索してください。

調査 観察

▲オストメイト流し ▲オムツ替えシート

▲点字案内 ▲トイレ表示

▲非常呼び出しベル

ポイント

いろいろあるよ！
トイレの
バリアフリー

C A B1 B2

キラキラ材料

見
る
方
向

❶厚紙で３.５cm×１０ｃｍ
の短冊を3枚作る

❷短冊にアルミテープを
貼り付ける

❸短冊をテープで３枚
合わせて三角形の筒を
作る（A）

❹薄いプラスチックの板で（A）
のサイズに合わせた三角形の
シートを二つ作る（B1、B2）

❼トイレットペーパーの芯の円の
部分に合わせて厚紙を切り、中央
に１cm四方の穴を開ける。（C）

❽（A）をトイレットペーパ
ーの芯の中に入れ、（C）
で蓋をする。

❺（B1）を（A）の上部から
２ｃｍくらいのところにテー
プで貼り付ける。

❻その中にキラキラ材料
入れ、（B2）で蓋をする。

〈用意するもの〉トイレットペーパーの芯、
厚紙、アルミテープ、透明の薄いプラスティ
ックの板、キラキラ材料(スパンコール・ビ
ーズ・モールなど)、装飾材料(折り紙・包装
紙・シール・マスキングテープなど）、マジッ
ク、定規、セロテープ、ハサミ、カッター

作り方

❾装飾材料で
まわりに装飾を
する。

完成！
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今年開業の北陸新幹線でGO！
　クラッシックな建物の中には黎

れ い め い き

明期から戦後の車まで、さ
まざまな車が広大なスペースに展示してあります。それって
トイレと何の関係もないって？ところが、こちらの博物館の
付属施設には世界15カ国、計40個のユニークな便器が設置
されており、実際に使うこともできるのです。あなたはどこ
の国の便器を使う？

TEL：0761-43-4343
住　所：〒923-0345　石川県小松市二ツ梨町一貫山40
HP：http://mmj-car.com/museum/
●入 館 料：大人（高校生以上）1000円　小中学生500円
　　　　　　（シニア、障害者、団体割引あり）
●開館時間：9:00～17:00（入館は16：30まで）
●休 館 日：12月26日～31日

INAXライブミュージアム
愛知県常滑市

日本自動車博物館
石川県小松市

土と水と火との出会い
　INAXライブミュージアムは、「窯のある広場・資料館」「世
界のタイル博物館」「陶楽工房」「土・どろんこ館」「ものづくり工
房」「建築陶器のはじまり館」の６つの施設で土とやきものが織
りなすものづくりの心を伝えるミュージアムです。ものづくり
の体験工房は予約が必要なものもあるのでお問い合わせを。

TEL：0569-34-8282
住　所：〒479-8586 愛知県常滑市奥栄町1-130
HP：http://www1.lixil.co.jp/ilm/
●入 館 料：一般600円/高・大学生400円/小・中学生200円
　　　　 　（シニア、障害者、団体割引あり）
●開館時間 ：10：00～17：00（入館は16：30まで）
●休 館 日：第3水曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

INAXライブミュージアム
愛知県常滑市

INAXライブミュージアム
愛知県常滑市

TOTO100年の歴史がここに
　TOTOは2017年でなんと創立100周年！これを記念して、今ま
であった歴史資料館、ショールーム、研修センター、ホールなど
を集約してこの夏TOTOミュージアムがオープンします。トイレ
の「歴史」と「文化」がまるごと詰まった貴重なお宝に出会えること
間違いなし。ご予約のうえ、 同敷地内にある工場の見学も可能です。

TEL：093-951-2534
住　所：〒802-8601　福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
HP：http://www.toto.co.jp/social/museum/guide/
●入 館 料：無料
●開館時間：10:00～17:00（入館は16：30まで）
●休 館 日：月曜日、夏季休暇、年末年始

INAXライブミュージアム
愛知県常滑市

TOTOミュージアム（2015年 8月28日オープン）

福岡県北九州市

どかんと感動！下水道
　館内の「レインボータウン」を舞台に、普段入ることのできない
下水道管やポンプ所、中央監視室、水質検査室で下水道局の職員
になりきって仕事を体験することができます。下水がきれいにな
る仕組みを見学するツアーや水に関する実験、クイズなど、生活
と環境を守る下水道の仕組みを楽しく理解することができます。

TEL：03-5564-2458
住 所：〒135-0063　東京都江東区有明2-3-5 有明水再生センター 5階
HP：http://www.nijinogesuidoukan.jp/
●入 館 料：無料
●開館時間：9：30～16：30（入館は16：00まで）
●休 館 日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日、夏休みは無休）、年末年始

INAXライブミュージアム
愛知県常滑市

東京都虹の下水道館
東京都江東区

地下の下水道組織を探検だ！
　下水管とマンホールに見立てた迷路の中を探検したり、地
下を掘削するシールドマシーンをイメージした地下探検号に
乗ったり・・・遊びながら下水道の仕組みや役割を学べる施設。
さらに詳しく学べるイベントも開催されているので要チェッ
クです！

TEL：06-6466-3170
住　所：〒554-0001 大阪市此花区高見１-２-53
HP：http://www.city-osaka-sewerage-museum.or.jp/
●入 館 料：無料
●開館時間：9：30～17：30（入館は16：30まで）
●休 館 日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/28～1/4）

INAXライブミュージアム
愛知県常滑市

大阪市下水道科学館
大阪市此花区

世界最新の設備をそなえた衛生陶器工場
　2012年1月オープンのTOTOサニテクト滋賀工場。最新鋭の
生産設備を導入するとともに、環境配慮にも取り組んでいます。
こちらの工場では、約2時間かけて大便器の製造工程を見ること
ができます。オプションでミニチュア便器製作体験（持ち帰り不
可）もできます。見学は14日前までにお電話でご予約ください。

TEL：0748-72-1151　
滋賀工場総務グループ
住 所：〒520-3281　滋賀県湖南市朝国1
HP：http://www.toto.co.jp/company/factory/
●見学可能日時：火曜日～金曜日（金曜日は午前中のみ）
　　　　　　　　10:00～12:00、13:00～15:00
●見 学 対 象 者：小学校3年生以上、お子様連れは保護者同伴

INAXライブミュージアム
愛知県常滑市

TOTOサニテクノ滋賀工場
滋賀県湖南市

牛乳パックをくるくるリサイクル
　古紙や牛乳パックを原料に、環境にやさしいトイレット
ペーパーを作り続けているこちらの工場。工場見学の入場券
はなんと使用済みの牛乳パック。それを再処理ラインに投入
して工場見学がスタート！さて、どんな過程を経て牛乳パッ
クがトイレットペーパーになるのか…お楽しみに！

TEL：0545-38-0103（総務課）
住 所：〒417-0847 静岡県富士市比奈678
HP：http://www.marutomi-seishi.co.jp/company/factory.html
●見学可能日時：平日10:00～11:30、13:30～15:00
●見 学 対 象 者：小学校５年生以上
※１ヶ月前までにお電話かHPから要申し込み

INAXライブミュージアム
愛知県常滑市

丸 富 製 紙
静岡県富士市

トイレがアートに！
　大分市中心市街地で開催する“トイレのみを舞台・テーマにした
アートプロジェクト”。コンセプトは『ひらく』。１６組のアーティ
ストが屋外の公共トイレやデパートのトイレなど、街中のトイレ
を舞台に独自の世界観を展開します。期間中にはアートパフォー
マンスやワークショップなどのイベントも開催される予定です。

主催：おおいたトイレンナーレ実行委員会事務局
TEL：097-585-6011
HP：http://www.toilennale.jp/

INAXライブミュージアム
愛知県常滑市

おおいたトイレンナーレ2015
期間：7月18日～9月23日

　大分県大分市


