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飛行の歴史において決して揺らぐことのない不変の真
実。それは「見上げた空に限界はない」ということです。「よ
り高く、より遠くへ」は、視覚や聴覚、身体感覚など、さまざ
まな感覚を通じて最新の航空宇宙科学について学べる
体験型の展示会です。大空と宇宙における「不可能」に挑
戦した、技術者たちの汗と努力の成果をご覧ください。

「より高く、より遠くへ」 
へようこそ

ボーイング社の協賛により実現したこ
のユニークな学習機会は、数々の著名
な航空専門家や航空宇宙専門家、歴史
学者、アーキビスト、教師、教育プログラ
ム専門家の協力を得て開発されました。
こうした最先端の学識は、科学、テクノ
ロジー、エンジニアリング、アート、数学
に関する生徒たちの知識を新たな高み
に導く一助となるはずです。この展示会
は、没入型シミュレーションやインタラ
クティブ式設計チャレンジをはじめ、歴
史に刻まれた出来事や次世代機のコン
セプトイメージ、航空宇宙科学の革新
に貢献した技術者が語る感動の秘話な
ど、興味深い内容が盛りだくさん。学ぶ
楽しさを伝える絶好のチャンスとなるこ
とでしょう。 

より高く、速く、賢く、遠くへというテー 
マをもとに、航空宇宙科学はより高度な
技術を追求して発展してきました。今日、
航空宇宙技術者たちは、この目標を原動
力に新たな発見をもたらすべく、未だ見
ぬ宇宙の世界に挑戦しています。思考力
を大いに刺激するこの展示会は、生徒だ
けでなく教師の皆さんにとっても興味深
い、充実した内容となっています。主な
テーマは次のとおりです。

•  時間や場所に制限されない空中飛行 

•  低騒音・低燃費の超音速飛行 

•  より多くの場所へより多くの人を運
ぶことのできる、地球にやさしい環
境対応型のウルトラグリーン航空機
の設計 

•  配達ロボットやエコボットなど、日々
の生活に役立つ超高性能飛行ロ 
ボットの開発 

•  航空旅行のような手軽さで地球軌
道への往還を実現する、再利用可能
な次世代型宇宙ビークルの開発

他の博物館では味わえない驚きと刺
激に溢れるこの展示会は、さらなる学習
の高みへと生徒たちを導く絶好の機会
となるはずです。航空宇宙の未来を拓く
次世代のイノベーターは、すぐ目の前に
いるかもしれません。



この展示会には「上昇」、「より速く」、
「より高く」、「より遠くへ」、「より賢く」
の 5 つのインタラクティブ式ギャラリー
があり、各ギャラリーでは各種シミュレー 
ションや体験型設計アクティビティを通
じて、航空宇宙業界のエンジニアが実際
に直面する課題に挑戦することができ
ます。それでは、各ギャラリーについて
詳しく解説していきましょう。

人類の夢を乗せて飛び立つ航空機や
宇宙ロケット。「より高く、より遠くへ」
は、発展目覚ましい航空宇宙科学のイノ
ベーションについてご紹介しています。
宇宙航空技術に貢献したイノベーショ
ンや技術者たちの軌跡を追う大規模な
マルチタッチ式年表や、航空宇宙科学
における挑戦の歴史とイノベーションを
臨場感溢れる映像と重厚なサウンドを
交えて紹介する短編動画「Beyond the 

Limits (限界のさらなる上へ)」など、航
空宇宙への興味を刺激する充実した内
容となっています。

上昇
大空に飛び立つために乗り越えなけ

ればならない数々の試練を実際に体験
できるアトラクション。人類の飛行を可
能にした革新技術のほか、斬新なコン
セプトを採用することでより自由な移動
を実現した未来の輸送機も展示されて
います。

飛行機に働く 4 つの力、揚力、抗力、
推進力、重力を実際に体験できるグルー
プフライト シミュレーション「翼を広げ
て」では、V 字型の編隊を組んで南下す
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る渡り鳥になった気分を味わえます。風
船や飛行船、グライダー、固定翼航空
機、回転翼航空機、ロケットが空に上昇
する仕組みを比較しながら、4 つの飛行
原理について詳しく学習。現在開発中の
高速・環境対応型の次世代航空機もお
見逃しなく。 

より速く
1947 年、テストパイロットのチャック・

イェーガーが、時速 1,100 キロで人類
初の有人超音速飛行を達成したロケッ
ト機「Bell X-1」。2004 年、エアブリー
ジングエンジン搭載の機体としては最
高速度となる時速 11,000 キロを記録し
た、NASA 開発の無人試験機「X-43A」。 
高速記録の達成やスピード合戦を背景
に、速さへの飽くなき挑戦は航技術の
発展を常に牽引してきました。「より速
く」では、そんな高速飛行のスリルを体
感することができます。

さまざまなシミュレーターを取り揃え
たこのギャラリー。まずは「高速」の定
義を理解するため実際にジェットを設計
し、「フルスロットル」と呼ばれるシミュ
レーターでテスト飛行に挑戦してもらい
ます。さらに、さまざまな形状の機体、
主翼、尾翼が飛行の安定性や速度、操
作性にどういった影響を及ぼすかを測
定したり、仮想風洞試験を実施して、航
空機形状の他の要素が亜音速から超音
速領域での最高速の決定にどのような
影響を及ぼすかを実験します。ボーイン
グ社と NASA が実際の風洞試験で使用
した航空機の縮尺模型を見ることもで
きます。
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より高く
世界初の有人動力飛行機「ライトフラ

イヤー号」が高度 3 メートルの飛行に成
功したわずか 58 年後、ソビエトの宇宙
飛行士ユーリイ・ガガーリンが世界初の
有人宇宙飛行を成し遂げました。現在で
は、複数の宇宙飛行士が国際宇宙ステー 
ション (ISS) に長期滞在し、実験・研究
を行えるほどの技術が発展したものの、
宇宙空間へのアクセスは極めて困難であ
り、膨大なコストを伴います。「より高く」
では、高度飛行の実現、さらには地球軌
道への確実な打ち上げを可能にする最新
イノベーションについて学習します。 

このギャラリーの目玉は、何と言って
も国際宇宙エレベーター。幾重もの大気
層を突き抜け、宇宙空間へと到達するま
での様子をリアルにシミュレーションし
ました。臨場感溢れるダイナミックな映
像で、人や荷物を地球軌道に輸送すると
いう未来の技術を体験できます。 

より遠くへ
大西洋横断から世界一周、月面から宇

宙空間、天体へと、人類は常に遠くを目
指してきました。燃料と環境汚染を抑え
ながら、探索の範囲をさらに遠方へと広
げる飛行技術の開発に注目が集まって
いる昨今、人類は遂に火星への冒険に
繰り出そうとしています。どうすれば人
類を火星に送り込むことができるでしょ
うか。惑星への航行は可能でしょうか。
「より遠くへ」では、地上や宇宙空間で
実用化されているさまざまな技術を紹
介します。

「火星へのマラソン旅行」では、火星
までの到達時間、必要な物資、宇宙服な
ど、数か月にもおよぶ旅に関する素朴な

疑問を航空宇宙エンジニアと同じ目線か
ら考えていきます。はるか彼方の火星や
惑星に人類を運ぶ未来の宇宙船モデル
の展示も必見。強度の高い軽量複合材
料がいかに航空機と宇宙船の高速化と
消費燃料の削減に貢献するか、実験を
通じて確かめていきます。

より賢く
頭脳と体力の両方が求められる航空宇

宙の世界では、「脳 vs. 筋肉」の概念は存
在しません。航空技術とスマートテクノロ
ジーの融合が生み出すイノベーションの
世界を紹介するこのギャラリーでは、航
空宇宙技術者がコンピュータや電子機
器、ロボット工学といった他分野の最新
技術を高性能な航空機や宇宙船の開発
にどのように活用しているか学習できる
ほか、スマートテクノロジーが高性能航
空機の開発・操作にどういった変化をも
たらしているかについても紹介します。 

実際の展示やマルチメディアディスプ
レイのコンテンツを通じて、宇宙デブリ
の危険性や解決法について考える「宇宙
ごみ」のアトラクションでは、安全な宇
宙飛行に貢献するスマート航空機につ
いて紹介。3 つの斬新なクリーニングソ
リューションから好きなものを選び、ご
み回収にトライします。 

実際の無人機も多数展示されており、
仮想 UAV (無人機) を自分でプログラミン
グしてミッションを遂行するという課題
にゲーム感覚で挑戦できます。いくつか
の設計を比較しながらミッションの条件
に最も適したソリューションを選択する
力が試される、この「ロボフライヤー」 
コーナー。ミッションの内容は、暴風雨
の中での操縦や火星での温室受粉、絶

滅寸前の動植物の追跡など多種多様
です。また、動画「Smart Skies (スマー
トスカイ)」では、スマートテクノロジー
による効率性改善や汚染物質の排出削
減、天候による遅延の防止、コスト削減
が、空の世界をどのように変えていくか
について紹介しています。

夢は空高く
最後は、現在進行中のプロジェクトや

個人的なインスピレーション、航空宇宙
業界に入ったきっかけなど、未来の航空
宇宙産業を担うボーイング社のスタッフ
たちのインタビュー画像を編集したビデ
オで見学を締めくくります。このセクショ
ンには、航空機や宇宙船の未来に対す
る想いを自由に書き込めるメッセージ 
ウォールも設置されています。Cool!

「より高く、より遠くへ」展は、空と宇
宙への探求心を刺激するさまざまな 
ギャラリーを見学することによって、世界
を大躍進へと導いてきた過去のイノベー
ションを評価し、また航空宇宙の飛躍的
進歩が私たちの生活に今後どのような
影響をもたらすかについて考えます。 
「航空宇宙業界で活躍したい」という生
徒たちの夢を応援すると同時に、科学や 

テクノロジーに対する知識や認識を高
める上で教師の皆さんにとっても大いに
役立つはずです。訪れるすべての人の心
に航空宇宙への好奇心を生み出す「より
高く、より遠くへ」展を存分にお楽しみく
ださい！
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本小学教師用ガイドは、「より高く、よ
り遠くへ」展で生徒たちが学習した内容
を最大限に活かし、充実した授業を展
開するための補助資料として作成され
たもので、科学およびテクノロジー分野
の授業に向けた独自の授業計画が含ま
れています。 

この授業計画には、小学 4～6 年の生
徒を対象とした演習や課題も掲載され
ています。また、中学校での利用を念頭
に置いた中学教師用ガイドも用意されて
おり、どちらもクラスのニーズやレベル
に応じてフレキシブルに活用できる内容
となっています。 

以下のセクションで紹介する 4 つの
授業計画は、各学校のカリキュラム基準
に合わせながら応用できるようになって
います。各授業計画の冒頭には「指導概
要」が記載されており、ここで演習の解
答を確認することもできます。また、各
演習に該当する学習分野やスキルにつ
いてもページ前半で解説しているほか、
展示会で紹介される主要トピックに重点
を置いた演習ワークシート (コピー可能) 

がレッスンごとに付いています。 

最初の授業計画は、「世界のパートナー
を探せ」です。このレッスンでは、地理と
統計に関する知識・技能をもとに、ボー
イング 787 ドリームライナーのパーツの
原産国を図の中から探し、未来の航空
機が科学やテクノロジー、エンジニアリ
ング、数学など、幅広い分野の結集であ
るという理解を深めます。 

授業計画 2 の「空気抵抗の威力」は、
幾何学と物理科学の要素を組み入れた
この探求型演習です。長方形と円形の

教師用ガイド 
の使用
 

パラシュートを作成し、落としてみるこ
とで、どちらの形のパラシュートが「より
高く、より遠くへ」展で目にした航空機
や宇宙船に使用されているかを検討し
ます。 

授業計画 3 の「火星を目指して」で
は、エンジニアリング設計のプロセスを
段階的に紹介。また模擬宇宙服を身に
つけ、さまざまなタスクや演習に取り組
んだ上で、未来の火星ミッションに適し
た宇宙服と今後の改善点について考え
ます。

授業計画 4 は「論理的思考に基づいた
キャリア選択」です。航空宇宙業界での
仕事と聞くと、民間航空機を思い浮かべ
がちです。しかし、有能な人材が世界中
で活躍しているボーイング社では、衛星
から有人水中探査機にいたるまで、幅広
い製品の設計・開発を手掛けています。
この演習に登場する論理パズル形式の
問題では、数字を使わずに演繹したり等
式を組み立てることで正答を導く方法を
学習。またボーイング社のようなグロー
バル企業ではさまざまなキャリアチャン
スがあるという点にも目を向けます。

社会見学の前後にこれらのリソースを
使用することで、見学中に学びの楽しさ
を伝えるだけでなく、学校に戻ってから
も展示会のテーマを連携させながら科
学やテクノロジーの授業を展開すること
ができます。本ガイドを上手に活用して
ください！ 
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各国の優秀な航空宇宙エンジニアの
技術を結集したボーイング 787 ドリー
ムライナー。「より高く、より遠くへ」展
では、航空機や宇宙船の最先端の設
計・開発方法をはじめ、3D プリントや
画期的な翼形状、軽量材料など、787 

最新旅客機に採用された技術と素材に
ついて見学することができます。 

小さな部品からシステムにいたるま
で、高度な技術が詰まった次世代の航
空機、787 型機。特に注目したいのが、
従来のアルミニウム合金の代わりに翼
と胴体に使用された「複合材料」と呼ば
れる特殊素材です。この複合材料は航
空業界で一般に使用されている金属よ
りもはるかに軽量で、ボーイング 787 ド
リームライナーでは重量の 50% 以上を
炭素複合材料が占めています。軽量機は
燃費に優れているため、環境への負荷軽
減にも役立ちます。 

この新型機は、4 つの大陸にまたがる
開発チームの努力が結実したものです。
この演習では、地理とグラフ作成の技能
を磨きながら、未来の航空機が科学や
テクノロジー、エンジニアリング、数学な
ど、幅広い分野の結集であるという理解
を深めていきます。 

授業計画 1:  
世界のパートナーを探せ 
指導概要

パート 1 では、まずドリームライナー
のパーツの名前に親しみます。続くパー
ト 2 では、それぞれパーツの原産国を図
の中から見つけ、パート 3 で棒グラフを
作成して各国で製造されたパーツの数
を比較します。最後は、ドリームライナー
の製造国を世界地図で探しましょう。社
会科の教科書にコピー用の主地図が掲
載されていない場合は、以下のサイトを
利用してください。 

www.eduplace.com/ss/maps/、 
www.worldatlas.com/webimage/

testmaps/maps.htm、 
www.clickandlearn.cc/

FreeBlacklineMaps/

FreeBlacklineMaps.htm 

準備する物
• 世界地図

• 色鉛筆またはマーカー
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授業計画 1:  
世界のパートナーを探せ 
解答集
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787 ドリームライナーを生み出
すために、ボーイング社は航空
機の作り方をいちから見直し、
驚くような技術を思いつきまし
た。動画「787: Game Changing 

Innovation」(www.boeing.

c o m / f e a t u r e s / 2 0 1 2 / 0 2 / 

7 8 7 - g a m e - c h a n g i n g -

innovation-02-6-12.page)  

では、787 型機のさまざまな工
夫を見ることができます。こう
した新しい素材や技術は、他に
どのような用途に利用できるで 

しょうか。

追加学習 

パート 1

1. b

2. e

3. a

4. g

5. c

6. d

7. f

8. h

パート 2

1. 主翼端

2. 成都 (中国)

3.  フォッジャ (イタリア)、ソルトレイクシティ  

(ユタ州)

4.  3: イタリア (中央)、日本 (前部)、アメリカ (機
尾/SC、前部/KS)

5.  ウィチタ (カンザス州)、名古屋 (日本)

6.  カリフォルニア州、カンザス州、オハイオ州、オ
クラホマ州、サウスカロライナ州、ユタ州、ワシ
ントン州

7.  (a.) アメリカ、カナダ、(b.) オーストラリア、 

(c.) フランス、イギリス、イタリア、スウェーデン 

(d.) 韓国、中国、日本

8.  (a.) 2/10=1/5、(b.) 1/10、  

(c.) 4/10=2/5、(d.) 3/10

パート 3

アメリカ
イギリス
イタリア
オーストラリア
カナダ
韓国
スウェーデン
中国
日本
フランス

3. 6

4. アメリカ

5. 日本



各国の優秀な航空宇宙エンジニアの
技術を集結したボーイング 787 ドリー 
ムライナー。「より高く、より遠くへ」展
では、航空機や宇宙船の最先端の設
計・開発方法をはじめ、3D プリントや
画期的な翼形状、軽量材料など、787 

最新旅客機に採用された技術と素材に
ついて見学することができます。 

787 型機は小さな部品からシステムに
いたるまで、高度な技術が詰まった、ま
さに次世代の航空機。特に注目したい
のが、従来のアルミニウム合金の代わり
に翼と胴体に使用された「複合材料」と
呼ばれる特殊素材です。この複合材料は
航空業界で一般に使用されている金属
よりもはるかに軽量で、「より賢く」ギャ
ラリーでも紹介されているように、ボー
イング 787 ドリームライナーでは重量の 

50% 以上を炭素複合材料が占めていま
す。軽量機は燃費に優れているため、環
境への負荷軽減にも役立ちます。 

この新型機は、4 つの大陸にまたがる

世界のパートナーを探せ
演習

氏名  クラス  日付 

• 世界地図

• 色鉛筆またはマーカー

上のパーツの名前と下の意味を正しく組

開発チームの努力が結実したものです。
この演習では、地理とグラフのスキルを
実践しながら、科学、テクノロジー、エン
ジニアリング、数学の各分野の技術や知
識が融合して未来の航空機が誕生する
までの過程を見ていきます。

準備する物

アルミニウム、複合材料、専門技術キーワード:

787 型機の胴体や翼に使用されている炭素繊維。 
© Boeing. All Rights Reserved.



み合わせましょう。ボーイング 787 の図を見ながら、考えてみてください。 

パート 1: パーツ
演習

氏名  クラス  日付 

a. 機体を水平に保ち、上下に揺れるのを抑える機尾部分

b. 後方、後端

c. エンジンを格納する保護カバーのことで、主翼に取り付けられている

d. 機首の左右方向を制御する機尾部分。「垂直安定板」と呼ばれることもある

e. 機体の胴体で、長い筒状の形をしている

f. 主翼またはプロペラの後端

g. 主翼またはプロペラの前端

h. 胴体下にある主翼と機体の接合部

1.  機尾

2.  胴体

3.  水平尾翼

4.  前縁

5.  ナセル

6.  方向舵

7.  後縁

8.  主翼ボックス



氏名  クラス  日付 

パート 2: ダイアグラム
演習

この図は、ボーイング 787 型機のパーツの製造国を表したものです。次の問題に答えましょう。

1. 韓国で作られているパーツは何ですか。  

2. 方向舵はどこで作られていますか。  

3. 水平尾翼はどこで作られていますか。  

4.  787 型機の胴体パーツはいくつの国で作られていますか。国の名前もそれぞれ答えましょう。

  

  



氏名  クラス  日付 

パート 2: 相対的サイズ
演習

5. 2 つの前方胴体部分はどこで作られていますか。   

6. 図の中からアメリカの州を 7 つ探して答えてください。   

  

7.  図の中の国はどの大陸にあるでしょうか。次の大陸にある国を答えましょう。

(a.) 北米:  

(b.) オーストラリア:  

(c.) ヨーロッパ:  

(d.) アジア:  

8.  次の大陸にある国の数は、全体の国の数のどれだけの割合ですか。分数で答えてください。できるだけ約分しましょう。

(a.) 北米:  

(b.) オーストラリア:  

(c.) ヨーロッパ:  

(d.) アジア:  



氏名  クラス  日付 

パート 3: 棒グラフ
演習

パート 2 の答えを使って、それぞれの国で作られた 787 ドリームライナーのパーツの数を比較しましょう。 

1.  787 型機のパーツを作っている国の名前を 10 個、一番左の列に書きましょう。 

名前はあいうえお順で、最初と最後の国はすでに書かれています。

2. それぞれの国で作られたパーツを数えて表に書きこみ、棒グラフを作りましょう。

3. 787 型機のパーツを 1 つ作っている国はいくつありますか。  

4. 787 型機のパーツを一番多く作っている国はどこですか。   

5. 787 型機のパーツを 5 つ作っている国はどこですか。  

オーストラリア

アメリカ
1 2 3 4 5 6 7

パーツの数



氏名  クラス  日付 

パート 4: 地図
演習

先生が用意した世界地図を使い、社会科の教科書やインターネット、地図帳を見ながら、次の問題に答えてください。

1.  (a.) 地図の中から大陸と海洋を探し、名前を書きましょう。 

(b.) 地図の中から 787 型機のパーツを作っている 10 個の国を見つけ、名前を書き、色を付けましょう。

2.  次の説明は正しいですか。正しくないですか。そう思った理由も答えてください。

ドリームライナーは国際協力のよい例だ。

  

  

  

  



より高く、速く、賢く、遠くの世界に出
発！でも、どうやって地上に戻ればいい
の？そんなとき、一番に思い浮かべるの
がパラシュート。パラシュートは大気中
を降下する物体の速度を落すために使
われる傘のような道具で、物体の質量が
大きいほど降下速度は速くなり、落下時
の衝撃も強くなります。高速ジェット機
から火星探査車、スカイダイバーにいた
るまで、パラシュートは人や物を安全に
着陸させるために使われています。

そんな頼もしいパラシュートは、最先
端の航空宇宙機でも大活躍。その一例
が、「より高く、より遠くへ」展の「より遠
くへ」ギャラリーに展示されているカプ
セル型有人宇宙船、CST-100 スターライ
ナーです。NASA では近い将来、このカ
プセルを使って人や荷物を国際宇宙ス 
テーションに輸送する計画を立ててお
り、地球への帰還時にパラシュートが重
要な役割を果たします。超音速戦闘機で
はパラシュートを横向きに使用すること
で、短い滑走路でも短時間で減速させる
ことに成功しました。こうしたタイプを 
「減速用パラシュート」と呼びます。

授業計画 2: 
空気抵抗の威力
指導概要

パラシュートは空気抵抗、つまり抗力
で物体を減速させる仕組みになっていま
す。抗力を克服して人や物を前進・上昇さ
せようとする航空宇宙エンジニアの試み
に対し、パラシュートは抗力を生み出す
ことで人や物を安全に着陸させます。

航空宇宙業界でジェット機や宇宙カプ
セルの着陸に使用されているパラシュー
トのほとんどは、円形またはドーム型を
しています。それに対し、スカイダイバー
が一般に使用するのは長方形または正
方形です。同じパラシュートなのに形に
違いがあるのはなぜでしょう。パラ 
シュートの形によって、どのような違い
が生まれるのでしょうか。この演習で
は、グループでパラシュートの模型を作
成し、実際に落下させて形と働きの関
係を調べます。

円形と長方形のパラシュートを比べる
と、円形の方が落下速度が遅いことが
わかります。このことから、生徒たちは
重い航空機や宇宙船では円形のパラ 
シュートが使用されるという結論を導き
出せるはずです。右にリストされた道具
と材料はグループごとに準備してくださ
い。低学年のクラスでは、ヒモまたは毛
糸をあらかじめ 12 本に切っておくとい
いでしょう。高学年の場合は、この演習
を通じて中学・高校で学習する相反作用
やニュートンの法則について説明するこ
とができます。

準備する物
• ハサミ

•  ビニール袋 (26.8 cm x 27.3 cm)

• 定規

•  油性ペン

• 粘着テープ

• 穴あけ器

•  ヒモまたは軽い毛糸 16 本 

(30.5 cm)

• 木製の洗濯ばさみ (2 個)

•  バルコニー、吹き抜け階段、脚立

• ストップウォッチ

14   教師用ガイド

物理科学、幾何学

科学、数学



授業計画 2: 
空気抵抗の威力
解答集

授業計画 2: 空気抵抗の威力   15

動画 「Boeing CST-100 

Parachute Drop Test」(www.

youtube.com/watch?v=ZZ-

D3HPyBYU) では、CST-100 が 

3 つの大型パラシュートで減速
しながら、3,048 メートルの上
空からネバダ州の砂漠の真ん中
に着陸する様子を見ることがで
きます。CST-100 は 3 つのメイ
ンパラシュートで降下した後、6 

基のエアバッグを展開して見事
に着陸しました。パラシュートは

どんな形でしたか？

追加学習 

パート 3

1.  解答はパラシュートの落下高さによって異なります。

2.  解答はパラシュートの落下高さによって異なります。

3. (a.) 長方形、(b.) 円形

4.  解答はパート 2 で出した仮説によって異なります。

5.  (a.) 322.58 平方センチ、  (b.) ここではさまざまな解答例が考えられますが、大き
さが異なる場合、形状よりも表面積の方が下降速度に大きく影響することを説明し
てください。

6.  物体の重さや落下高さ、ヒモの長さなど、解答は異なります。

7.  ここではさまざまな解答例が考えられますが、長方形のパラシュートは直線コース
を進み、円形のパラシュートはコースから逸れやすいことを説明してください。

8.  円形。パラシュートの目的は降下速度を遅らせてソフトランディングさせることで、
円形の方が着陸速度が緩やかだから。 

9.  ここではさまざまな解答例が考えられますが、荷物/救援物資などの大型物資が挙
げられます。

10.  「低速」とはスピードが遅いことで、このタイプのパラシュートは緩やかに降下する
ため。

 



より高く、速く、賢く、遠くの世界に出
発！でも、どうやって地上に戻ればいい
の？そんなとき、一番に思い浮かべるの
がパラシュート。パラシュートは大気中
を降下する物体の速度を落すために使
われる傘のような道具で、物体の質量が
大きいほど降下速度は速くなり、落下時
の衝撃も強くなります。高速ジェット機
から火星探査車、スカイダイバーにいた
るまで、パラシュートは人や物を安全に
着陸させるために使われています。 

そんな頼もしいパラシュートは、最先
端の航空宇宙機でも大活躍。その一例
が、「より高く、より遠くへ」展の「より遠
くへ」ギャラリーに展示されているカプ
セル型有人宇宙船、CST-100 スターライ
ナーです。NASA では近い将来、このカ
プセルを使って人や荷物を国際宇宙ス 
テーションに輸送する計画を立ててお
り、地球への帰還時にパラシュートが重
要な役割を果たします。

「より速く」ギャラリーの「フルスロッ
トル」に登場する超音速戦闘機では、パ
ラシュートを横向きに使用することで短
い滑走路でも短時間で減速させること
に成功しました。こうしたタイプを「減
速用パラシュート」と呼びます。 

空気抵抗の威力
演習

氏名  クラス  日付 

パラシュートは空気抵抗、つまり抗力
で物体を減速させる仕組みになってい
ます。抗力を克服して人や物を前進・上
昇させようとする航空宇宙エンジニアの
試みに対し、パラシュートは抗力を生
み出すことで人や物を安全に着陸させ
ます。

航空宇宙業界でジェット機や宇宙カプ
セルの着陸に使用されているパラシュー
トのほとんどは、円形またはドーム型を
しています。それに対し、スカイダイバー
が一般に使用するのは長方形または正
方形です。同じパラシュートなのに形に
違いがあるのはなぜでしょう。パラ 
シュートの形によって、どのような違い
が生まれるのでしょうか。グループで形
の違うパラシュートの模型を作成し、実
際に落下させて謎を解明しましょう！ 

準備する物
• ハサミ

• ビニール袋 (26.8 cm x 27.3 cm)

• 定規

•  油性ペン

• 粘着テープ

• 穴あけ器

•  ヒモまたは軽い毛糸 16 本 

(30.5 cm)

• 木製の洗濯ばさみ (2 個)

•  バルコニー、吹き抜け階段、脚立

• ストップウォッチ

傘、カプセル、反作用、降下、ドーム、抗力、減速用パラシュー
ト、速度キーワード:

1950 年代、着陸の際に減速用パラシュートを使用し
ていた F-86 サーベルジェット機。 
© Boeing. All Rights Reserved.



1.  3 辺の継ぎ目をハサミでカットし、ジッパー部分も切り落とします。これで正方形が 2 つできるはずです。

2.  定規とペンを使って、片方にヨコ 25.4 cm、タテ 12.7 cm の長方形を描きます。 

3.  定規とペンを使って、もう片方に直径 20.32 cm の円を描きます。円を描くときは、まずタテとヨコに 20.32 cm の線を十字型
に引き、それぞれの頂点をつないで曲線を描きましょう。

4. 描いた線のとおりにハサミでカットします。これがパラシュートの傘部分になります。 

5.  長方形の 4 つ角と、それぞれの辺の中間点にテープを貼ります。テープとビニールの上から、穴を開けます。テープを貼るの
は、パラシュートがヒモにひっぱられ、破れるのを防ぐためです。

6.  定規とペンを使って、円に「X」のマークを付けます。袋の縁と線の重なる部分、8 か所にテープを貼ります。テープの上から穴
を開けます。 

7.  傘に開けた穴に 30.5 cm のヒモ/毛糸を通し、二重結びにします。 

8.  どちらのパラシュートもヒモの端に結び目を作り、洗濯ばさみを付けます。 

パート 1
演習

氏名  クラス  日付 

12.7 cm

25.4 cm



氏名  クラス  日付 

パート 2
演習

1.まず、結果がどうなるか予想してみましょう。長方形と円形では、どちらのパラ 
シュートの方が落下速度が速いと思いますか。どちらの方が落下速度が遅いと思い
ますか。それはなぜですか。

  

  

  

2. それでは実験です！脚立を使うときは先生に、吹き抜け階段やバルコニーがある
ときは、グループの中の誰かに 2 つのパラシュートを持ってもらいます。もう 1 人は
ストップウォッチを準備して、下で待ちましょう。

3. 上にいる人が長方形のパラシュートを落下させたら、下にいる人が着地するまで
の時間をはかります。下の表の「1 回目」にタイムを記録します。

4. 今度は円形のパラシュートで同じことをします。

5. 両方のパラシュートをさらに 2 回落下させ、「2 回目」、「3 回目」にタイムを書き
こみます。

長方形 円形

1 回目

2 回目

3 回目

地上に着陸するアメリカ海軍パラシュートデモン
ストレーションチーム「リープフロッグス」のメン
バー。写真提供: アメリカ空軍



氏名  クラス  日付 

パート 3
演習

1.  長方形のパラシュートの平均落下時間を調べましょう。3 回の実験結果を合計して3 で割ると、平均落下時間はどうなりまし
たか。 

  

  

2.  円形のパラシュートの平均落下時間を調べましょう。3 回の実験結果を合計して3 で割ると、平均落下時間はどうなりましたか。

  

  

3.  (a.) どちらの方が落下速度が速かったですか。(b.) どちらの方が落下速度が遅かったですか。

  

  

4.  あなたの予想は正しかったですか。それはなぜですか。 

  

  

  

5.  2 つのパラシュートの表面積は一定です。つまり、形が違ったり、変化しても表面積は変わりません。  (a.) 長方形のパラシュー
トの寸法をもとに、表面積を計算しましょう。  (b.) この実験で、パラシュートの表面積が重要な意味をもつのはなぜですか。

  

  

  



氏名  クラス  日付 

パート 3
演習

6.  この実験で使用した 2 つのパラシュートで、表面積の他に共通する点や同じ条件はありますか。少なくとも 1 つ答えてください。

  

  

  

7. 2 つのパラシュートを降下させたとき、速度の他に気づいた違いはありますか。 

  

  

  

8.  どちらの形の方が、航空機や宇宙船が安全に着陸できると思いますか。それはなぜですか。

  

  

  

9.   長方形のパラシュートよりも円形のパラシュートを使った方がいいと思う状況を考えてみましょう。 

  

  

  

10.  大型の円形パラシュートが「低速」パラシュートと呼ばれているのは、なぜだと思いますか。

  

  

  



何十年もの歳月をかけ、めざましい発
展を遂げた私たちの技術。科学やテク
ノロジー、エンジニアリング、数学など、
それぞれの分野の積み重ねが新しい発
見につながり、人類は今、地球を飛び出
し、火星への旅に挑戦しようとしていま
す。しかも火星に到着することは、あく
までもスタートラインにすぎません。無
事に到達した後は、地球と同じような生
活環境を作り上げる必要があります。火
星には人が宙に浮かずに地面を歩ける
程度の重力がありますが、大気の条件
は地球とは大違い。地球よりも気温が 
ずっと低い火星では、大気中の二酸化
炭素濃度がはるかに高く、大量の放射
線を浴びる危険もあります。赤い惑星、
火星で生き延びるには、こうした要素か
ら身を守る必要があります。 

「より遠くへ」ギャラリーの「火星への
マラソン旅行」では、生徒たちは火星に
行くためには何が必要で、どんな困難が
待ち受けているか想像力を働かせ、自分
でミッションを組み立てなければなりま
せん。こうしてる間も、地球上では火星
探査に向け、さまざまな環境シミュレー
ションが行われています。そのひとつが、
砂漠や火山など、火星に似た環境で行
う隔絶実験です。メンバーは 1 週間から
数か月にわたって模擬体験施設に滞在。
外界とは隔絶された環境で生活しなが
ら、理想的な植物の栽培方法や太陽エ
ネルギーの利用方法を研究します。 

住む場所を確保したら、次は火星の探
検に出発！でも、その前に身体を守る特
殊ウェアを用意しなければなりません。
「より高く、より遠くへ」展では、さまざ
まな宇宙服に実際に触れることもできま

授業計画 3:
火星を目指して
指導概要

す。中でも最新の「セカンドスキン」スー
ツは、ごわごわとした従来のものより快
適で動きやすく、次世代の宇宙服として
期待されています。 

人類が火星に到着する頃には、どん
な宇宙服が登場していると思いますか。
どんな機能や道具が必要でしょうか。現
在の宇宙服は火星でも通用するでしょう
か。これらのポイントを念頭に、「模擬
宇宙服」を試着してタスクをこなした上
で、改善点を考えるように指導してくだ
さい。 

右にリストされた道具と材料は模擬宇
宙服 1 着分です (各グループに 1 着準備
してください)。4～6 人で 1 つのグルー
プを作ります。靴以外は服の上に着用し
てください。ほとんどの材料は、古着屋
等で購入できます。同僚や自分のいらな
い服を使用してもかまいません。頭に装
着するものは、使用する度に殺菌シート
で拭いてください。ヘッドギアは装着し
なくてもかまいません (演習に影響は 

ありません)。

タスクや演習は、クラスのニーズに応
じて変更、省略、代用してください。た
とえば、安全ピンの数を減らしたり、紙
ばさみを使用してもかまいません。ナッ
トやボルトをつまようじやビー玉で代用
することもできます。つまようじや竹串
は、大きなビーズをつなぎ合わせるのに
便利です。代用できる物がないか、学校
の備品を探しましょう。宇宙服を着用す
るとバランスを崩したり、体温が上がり
やすくなるため、動くときは十分に注意
するよう指導してください。各グループ
で 1 人がミッション中の「宇宙飛行士」
を見つけるセーフティエンジニア役をし
ます。 
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低学年のクラスや準備する物を減らし
たい場合は、教室内にステーションを置
き、好きな順番で回れるようにしてもか
まいません。グループごとにステーショ 
ンに行き、スーツの構成部品を胴体、
手、下半身、足、頭と 1 つずつテストしま
す。この場合は、グループの中から 1 人
挑戦者を選び、タスクを完了します。 

宇宙服に特有の動きにくさを実感でき
たところで、より理想的な宇宙服の作り方
を提案してもらいます。最後に、各チーム
にそれぞれのデザインを発表してもらい、
一番良かったデザインを投票で決定しま
す。NASA でも火星探査用スーツを選ぶと
きに、投票を行っているという点を伝えま
しょう (www.nasa.gov/content/nasa-s-

next-prototype-spacesuit-has-a-brand-

new-look-and-it-s-all-thanks-to-you/#.

VOZTOy7lxW0)。このときは他のデザイン
と 63% の大差で、「Z-2」スーツが一般
投票で選ばれました！ 

準備する物
 火星探査用シミュレーションスーツ  

(各グループ 1 着):

•  大きめのゴム入りズボン (1 本)  

(スエットパンツなど)

•  直径 10.2 cm のドライヤーベント
ホース (標準) (2 つ)

•  大きめの厚手の靴下 (2 足) (各自靴
下の上に履くこと)

• 大きめのゴム長靴 (1 足)

• 大きめのジャンパー (2 着) 

• 大きめのパフィーコート (1 着)

•  手袋 (2 セット)、特大サイズの園芸
用/作業手袋 (1 セット)、内側にはめ
る小さめの手袋 (1 セット)

•  バイク用ヘルメット (1 個)

•  サングラス/安全ゴーグル (1 個)  

(バイザー付きヘルメットの場合は
不要)

その他 (各グループ):

• 殺菌シート 

• ダクトテープ 

• ハサミ 

•  ストップウォッチまたは時計 (秒針
付きのもの)

•  小さめのジップバッグに閉じた状態
で入った安全ピン (8 個)

•  ナットとボルト (サイズが違うもの
を 3 セット)

•  プレイトンネル (各クラスに 1 つ、 
グループで交代して使用)
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授業計画 3:
火星を目指して
解答集
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いつの日か宇宙飛行士になるこ
とを夢見るボーイング社のエン
ジニア、カヴィヤ・マニャープ。動
画 「Mars Attracts」 (www.

boeing.com/features/2014/07/

bds-mars-attracts-07-02-14.

page) では、2 週間にわたる火星
環境シミュレーションに参加した
マニャープ氏の感想や洞察を交
えながら、サイエンスキャンプの

実態を詳しく紹介しています。

追加学習 

パート 3

1.  ここではさまざまな解答例が考えられますが、パート 2 の表の結果を反映して
いる必要があります。

2.  ここではさまざまな解答例が考えられますが、パート 2 の表の結果を反映して
いる必要があります。

3.  各グループの「宇宙飛行士」の感想によって解答は異なりますが、身体にフィッ
トしたスーツ、何か道具を使用する、手袋を着用しない等が挙げられます。 

4.  ここではさまざまな解答例が考えられますが、酸素源やトイレの使用方法、冷
却システム/温度管理、スーツのサイズ調節、通信システム、食事の仕方等が挙
げられます。 

パート 4

最終的なデザインは、各グループのアイデアや経験によって異なります。演習ページ
に記載のチェックリストと照らし合わせながら評価してください。



何十年もの歳月をかけ、めざましい発
展を遂げた私たちの技術。科学やテク
ノロジー、エンジニアリング、数学など、
それぞれの分野の積み重ねが新しい発
見につながり、人類は今、地球を飛び出
し、火星への旅に挑戦しようとしていま
す。しかも火星に到着することは、あく
までもスタートラインにすぎません。無
事に到達した後は、地球と同じような生
活環境を作り上げる必要があります。火
星には人が宙に浮かずに地面を歩ける
程度の重力がありますが、大気の条件
は地球とは大違い。地球よりも気温が 
ずっと低い火星では、大気中の二酸化
炭素濃度がはるかに高く、大量の放射
線を浴びる危険もあります。赤い惑星、
火星で生き延びるには、こうした要素か
ら身を守る必要があります。 

「より遠くへ」ギャラリーの「火星への
マラソン旅行」では、みなさんは火星に
行くためには何が必要で、どんな困難が
待ち受けているか想像力を働かせ、自分
でミッションを組み立てなければなりま
せん。こうしてる間も、地球上では火星
探査に向け、さまざまな環境シミュレー
ションが行われています。そのひとつが、
砂漠や火山など、火星に似た環境で行
う隔絶実験です。メンバーは 1 週間から
数か月にわたって模擬体験施設に滞在。
外界とは隔絶された環境で生活しなが
ら、理想的な植物の栽培方法や太陽エ
ネルギーの利用方法を研究します。

火星を目指して
演習

氏名  クラス  日付 

住む場所を確保したら、次は火星の探
検に出発！でも、その前に身体を守る特
殊ウェアを用意しなければなりません。
「より高く、より遠くへ」展では、さまざ
まな宇宙服に実際に触れることもできま
す。中でも最新の「セカンドスキン」スー
ツは、ごわごわとした従来のものより快
適で動きやすく、次世代の宇宙服として
期待されています。

人類が火星に到着する頃には、どん
な宇宙服が登場していると思いますか。
どんな機能や道具が必要でしょうか。現
在の宇宙服は火星でも通用するでしょう
か。これらのポイントをおさえながら、 

グループで「模擬宇宙服」を試着してタ
スクをこなし、宇宙服の改善点を考えま
しょう。 

機能、ハードウェア、イノベーション、再現、プロトタイプ、放射線、シミュレー
ション、タスク、胴体キーワード:

ボーイングと NASA が開発したスペースローンチシス
テム、オリオンクルーカプセルの火星飛行予想図。
地球から火星までは約半年の旅となる。 
© Boeing. All Rights Reserved.



火星滞在の模擬実験や実際の宇宙では、チームで協力することが大切です。グループで次の役割を決めてください。 

機器エンジニア: チェックリストを使って、ミッションに必要な物が揃っているか確認してください。実際の宇宙服とは違って見え
るかもしれませんが、宇宙服を着て移動したり作業するときの感覚を体験できます。

ポジション 仕事内容 名前

セーフティエンジニア
(1～2 人)

作業中の宇宙飛行士の安
全を確保する

機器エンジニア
(1～2 人)

宇宙飛行士のスーツ装着
や機器のセットアップをサ
ポートする

宇宙飛行士 スーツを着て、タスクや演
習を行う

データエンジニア 結果を収集し、記録する

下半身＆脚 胴＆手 頭＆顔

靴下 (2 足)

ズボン (1 本)

ホース (2 本)

ブーツ (1 足)

ジャンパー (2 着)

冬用コート (1 着)

手袋 (2 セット)

ヘルメット (1 個)

サングラス/安全ゴーグル 

(1 個)

 その他: ダクトテープ、ハサミ

パート 1: はじめに
演習

氏名  クラス  日付 

宇宙飛行士: 自分の服の上から、全部のアイテムを身につけます (靴は脱いでください)。機器エンジニアに手伝ってもらいま 
しょう。宇宙服はいくつもの層でできています。

1. 自分の靴下の上から靴下を履きます。 

2. 自分のズボンの上にズボンを重ねて履きます。

3. ホースに足を通し、膝の上までカバーされるようにします。ホースをテープでズボンに固定します。

4. ブーツを履きます。

5. シャツの上にジャンパーを着ます。

6. 冬用コートを着て、ジッパー/ボタンをします。

7. サングラス/ゴーグルをかけます。

8. ヘルメットをかぶります。 

9. 小さい手袋をはめ、その上に大きい手袋をはめます。



氏名  クラス  日付 

パート 2: テスト
演習

機器エンジニアは宇宙飛行士の隣で同じタスクを普段着で行い、それぞれの違いを
比べます。データエンジニアはストップウォッチでタスクにかかった時間をはかり、
宇宙飛行士のタイムを「火星」に、エンジニアのタイムを「地球」に記録します。

セーフティエンジニア: 常に宇宙飛行士の隣に立っておきます。

タスク 1: ジャンピングジャック 

15 回行う。 

タスク 2: 腕立て伏せ 

立った状態からスタートし、15 回行ったら元の立った状態に戻る。

タスク 3: トンネル 

宇宙船の入口と同じサイズのトンネルの中を這って進む。立った状態からスタート
し、最後は再び立った状態で終わる。

タスク 4: 安全ピン 

安全ピンの入った袋を開けて、すべてのピンの針を外す。ピンをブレスレット状につ
なげて袋に戻し、口を閉じる。

タスク 5: 書き取り 

機器エンジニアが読み上げる NASA からの通信を書き取る - 「火星の気温差は激し
く、赤道付近では夏の午後には約 21℃ まで上昇し、北極・南極では -143℃ まで低
下します」。

タスク 6: ボルト 

床にバラバラに置いてあるナットとボルトをすべて拾い、ナットをボルトにはめ込む。

データエンジニア: タスクにかかった時間を記録します。

準備する物
•  ストップウォッチまたは時計 (秒針

付きのもの)

• トンネル

•  小さめのジップバッグに閉じた状態
で入った安全ピン (8 個)

• 紙と鉛筆

•  ナットとボルト (サイズが違うもの
を 3 セット)

タスク 火星 地球
1. ジャンピングジャック
2. 腕立て伏せ
3. トンネル
4. 安全ピン
5. 書き取り
6. ボルト

火星では、この写真のように有人操縦ユニット 
(MMU) をスーツに装着する必要はない。 
© Boeing. All Rights Reserved.



氏名  クラス  日付 

パート 3: 評価
演習

宇宙飛行士がスーツを脱いだら、ミッションの結果について話し合い、次の問題に答えてください。

1.  火星と地球で、時間の差が一番大きかったタスクはどれですか。

  

2.  火星と地球で、時間の差が一番小さかったタスクはどれですか。

  

3.  スーツを着ていて、一番やりにくかったタスクはどれですか。それはなぜですか。どんな工夫をすれば、タスクがやりやすくな
ると思いますか。

  

  

  

4.  火星では宇宙服を着て、ほかにどんな作業をする必要があるでしょうか。そのために役立つと思う道具や機器を  

2 つ考えましょう。

  

  

  



氏名  クラス  日付 

パート 4: 再設計
演習

宇宙服の着心地がわかったところで、今度は初の火星探査に使われるプロトタイプ
スーツのアイデアをグループで話し合いましょう。 

宇宙で使用する基本的な機器をはじめ、体温の調整や酸素の供給、放射線からの
防護など、大切な機能をすべてクリアしながら、宇宙飛行士にとって動きやすいデザ
インを考えてください。リサーチツールにある基本的な機器を見ながら、デザインを
はじめてください。追加するときは、チェックリストを使用してください。 

先ほどの宇宙服ミッションの結果をもとに、別の紙で次の作業を行ってください。 

ステップ 1: デザインの前面図・背面図をスケッチします。それぞれの機能や機器が
どこにあるかわかるようにしてください。

ステップ 2: スーツに付いている機能について説明してください。 

デザインが完成したらチームで発表し、新しい火星スーツにふさわしいデザインを
投票で選びます。みんながあっと驚くようなスーツをデザインしましょう！ 

リサーチツール
• カメラ

• 双眼鏡

•  岩石のサンプルをラボに持って帰る
ための方法

• ナビゲーションシステム

• 通信システム

• トーチ

• 観測内容を記録する方法

•  道具 (ハンマー、レンチ、ねじ回し、
ペンチ等)

火星到着後、過去に生命が存在していた可能性を
示す証拠を見つけようと岩石を調査する地質学
者。© Boeing. All Rights Reserved.



この演習では、社会見学で「より高
く、より遠くへ」展に足を運んだ 4 人の
生徒たちの話を読み、彼らが将来なりた
いと思った職業について推測してもらい
ます。ここでは、数字を使わずに数学的
技能を磨くことができる論理パズル形
式の問題にチャレンジします。論理パズ
ルでは、「A = B および B = C の場合、A = 

C となる」といった代数計算のように、
さまざまな要素を演繹したり等式を 

組み立てることで正答を導きます。

問題に取り組む際には、ヒントをじっ
くり読んでから回答してください。各生
徒のキャリアプランについて知っている
こと/知らないことを整理するには、ペー
ジに掲載されている表を使うと便利で
す。4 人の生徒はそれぞれ違う職業を希
望しているため、1 人の生徒につき 1 つ
の職業、1 つの職業につき 1 人の生徒
しか該当しません。よって、消去法で推
理を進めると謎が解けるようになってい
ます。 

その生徒に当てはまらない項目につい
ては、生徒または職業の欄に X 印を付
けてください。生徒が希望する職業がわ
かったら、そのボックスにチェックマーク
を記入します。

授業計画 4:
論理的思考に基づいたキャリア選択
指導概要

たとえば、ヒント 1 を見ると、海が好き
でないロレインは潜水艇の仕事に就き
たいとは思っていないことがわかります。
ロレインが潜水艇「エコーレンジャー」で
の仕事を希望しないことがわかりました
ので、ロレインの名前と「エコーレン 
ジャー」がぶつかる欄に X 印を付けま
す。ヒント 1 に対する X 印は、すでに表
に記入されています。 

ヒントを順に読み進め、当てはまらな
い項目に X 印、当てはまる項目にチェッ
クマークを記入し、4 人が希望する職業
が判明するまでこの作業を繰り返しま
す。ではさっそく挑戦してみましょう！
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授業計画 4:
論理的思考に基づいたキャリア選択
解答集
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世界中のボーイング社員が構
想したテクノロジーや実現し

たイノベーションについては、
動画「Who We Are:  In the 

Words of Boeing Employees」
(https://www.youtube.com/

watch?v=gdu05M3LnPY) で
紹介しています。ボーイング社に
は、身の回りの科学やテクノロ
ジーを紹介するボランティアが
各地で活動しています。特別授
業をご希望の場合は、ボーイン
グまでお問い合わせください。 

追加学習 

 アン = CST-100 

 マイク = 777 

 ロレイン = チヌーク

 ジム = エコーレンジャー



ここでは、社会見学で「より高く、より
遠くへ」展に足を運んだ 4 人の生徒たち
の話を読み、彼らが将来なりたいと思っ
た職業について推測します。

問題に取り組む際には、ヒントをじっ
くり読んでから回答してください。各生
徒のキャリアプランについて知っている
こと/知らないことを整理するには、ペー
ジに掲載されている表を使うと便利で
す。4 人の生徒はそれぞれ違う職業を希
望しているため、1 人の生徒につき 1 つ
の職業、1 つの職業につき 1 人の生徒
しか該当しません。よって、消去法で推
理を進めると謎が解けるようになってい
ます。 

その生徒に当てはまらない項目につい
ては、生徒または職業の欄に X 印を付
けてください。生徒が希望する職業がわ
かったら、そのボックスにチェックマーク
を記入します。

論理的思考に基づいたキャリア選択
演習

氏名  クラス  日付 

たとえば、ヒント 1 を見ると、海が好き
でないロレインは潜水艇の仕事に就き
たいとは思っていないことがわかります。
ロレインが潜水艇「エコーレンジャー」で
の仕事を希望しないことがわかりました
ので、ロレインの名前と「エコーレン 
ジャー」がぶつかる欄に X 印を付けま
す。ヒント 1 に対する X 印は、すでに表
に記入されています。 

ヒントを順に読み進め、当てはまらな
い項目に X 印、当てはまる項目にチェッ
クマークを記入し、4 人が希望する職業
が判明するまでこの作業を繰り返しま
す。ではさっそく挑戦してみましょう！

航空宇宙、キャリア、消去法、燃費、項目、業界キーワード:



ストーリー

社会見学で「より高く、より遠くへ」展に行った帰りのバスで、航空宇宙業界について学んだ 4 人の生徒が将来の夢について 
語っています。 

A さんは、国際宇宙ステーションとの間を往復する CST-100 の設計にロケーション 1 で関わりたいという夢を膨らませていま
す。B さんは、ロケーション 2 でチヌークヘリコプターのテストパイロットになりたいと目を輝かせました。海が大好きな C さん
は、ロケーション 3 で試験が行われたロボット潜水艇「エコーレンジャー」に関わる仕事がしたいといいます。最後に、環境エン
ジニアになって二酸化炭素排出量の削減に貢献したいと考えている D さんは、ロケーション 4 で開発が進められている環境性
能に優れた次世代型の 777 ジェット機の仕事に関わりたいと語りました。

以下のヒントを参考に、誰がどの職業を希望しているのか答えなさい。

ヒント

1. ロレインは海が好きでないため、潜水艇には興味がない。

2. ジムはロケーション 4 には住みたくないと思っている。

3. ロレインはロケーション 3 に住むこと、またはロケーション 2 でチヌークのテストパイロットになることを希望している。

4. 宇宙旅行に強い関心があるアンは、ロケーション 1 で CST-100 の仕事に関わりたいと思っている。

論理的思考に基づいたキャリア選択
演習

氏名  クラス  日付 

生徒

• ロレイン

• アン

• マイク

• ジム

職業とロケーション

• ロケーション 1 の CST-100 宇宙カプセル

• ロケーション 2 のチヌークヘリコプター

• ロケーション 3 のエコーレンジャー潜水艇

• ロケーション 4 の 777 ジェット機 

777 CST-100 チヌーク エコーレンジャー

ロレイン X

アン

マイク

ジム


