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大学校 おもしろ 「子ども科学

発行 音田輝元 室日記くここうの天気日 >

業のたのしさヤ

原子 ・分子論の授業を

小学校の低学年から
<法 円坂子どもプラザ>5月 講座

も大好評でした :

■5月講座 はく も しも原子が見 えたな ら>と 「空気 の分子模型作 り」
5月10日 (■)は く法円坂子どもプラザ>5月 講座.4月 はく ドライアイス>

の実験でしたから気薬に授業 (実験)を 楽しむことができました。今回はく原

子 分子>の 授業です くもしも原子が見えたなら>は  何度も授業していま

すが 授業する前は毎回緊張します。それだけに 終わった後の充実感は最高

です 1「小さな子ども達に原子 分子論の入Fl授業ができたんだ IJと いつま

でも興奮しているというわけです.嬉 しい !|

とも40名 凛; 観25名 スタ ッフ10名 高大4名

これか らも 「この授業スタイルを一つても多くの地域で実践できるように

したいJと 願っています 皆さん 1ど うぞよろしくお願いします.

★ 感想文を■く時間が少なく21名の子ども達にしか薔いてもらえませんでしたが 子

ども連の評価はとてもいいと思いました ☆そういえば 現嬌のときも たくさん実験

した中でくもしも原子が見えたなら>が 一番人気でした 「見えないことが見える !原

子がイメージできるJこ とに子ども達は凄く感動するようです

会場が1号室になり かなり窮屈な感 じにな りましたが ほぼ予定通 り授業

を終えることができました 今回もスタッフの皆さんがいなければ 「あの時

F・l帯であれだけの内容を授業することは不可能Jで した。ご協力いただき感謝

の気持ちで一杯です.あ りがとうございました。

音田が実践する科学教室は 講師と実験スタッフで成り
'つ

教壼です.ど ち

らかが不十分では、たのしい実験教室はできません |

手作りおもちやJ体 験科

2014年 5月14日・艤●

のわかりヽすさ|

5

4

3

2

1 た

19名

l名

1名

O名

0名

5

4

3

2

1

とてもたのしかった

たのしかった

とちらともいえない

たのしくなかった

ぜんぜんたのしくなかっ
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★いつ も理科の時間に教えて もら

つていたけど 全然覚え られ ませ

んで した。だけど 今回はわか り

やす い授業だったのでよ くおぼえ

られました. ( 5  5 T Y  5年 )

(5 5T K 3年 )

☆す べてが原子 と しって す ごい

と思 い ま した.お ふ ろ も つ くえ

も わたしまで

'原

子なのが一番

すごいと思いました (5“M u2年)

★きょうは すごくべんきょうに

なりました ありがとう|

●何回か 吉日さんのお手伝いをさせ

ていただき 内容を開かせて頂いてま

すが 今回はさらに迫力がありました

ね 盲田さんのハリキリと 西田先生

今門先生の協力で いつも以上に・l容

が濃かったと感 じました 子ども達の

反応も 業晴らしかったと思います

(佐藤和次)

「空気の分子機型件りJ

月27日 法円坂子ども薇奎 フェスティパ′

日午前の部 10時 ～12時  3階 の教室て実験してください
数 室 科自 定員 剤a者 内容

Aク ラス

7階 ホール

トライアイスで遊ぼうA

諸師 田部智子 ■嶋典子

403 園児～2年 生 トライアイスをつかつた

F_のしく おいしい実験のれんぞくです

Bク ラス

301号

ドライアイスで遊|まうB

講師 石本裕樹

30 1 2年 生 トライアイスをつかつた

たのしく おいしい実験のれんぞ<で す

Cク ラス

302号

トライアイスで見えない気体
講師 西日隆 今円改詈

30 3年 生～ 「トライアイスで遊ぼうJの中 高学年月実験 !

たのしく びつくり実験のれんぞくです

Dク ラス

303=

液体憲素て遊はう-196 C

諧師 ・畑中莫― 竹内清和

30 2年 生～ 濠体窒素を使つて冷た―い世界を探冤 思つす

身を乗り出してしまうおもしろい実験です

Eクラス

304号

く水の表面>の 研究

議lT 音0輝 元

25 2年 生～ く赤バンツ君=水 分子>の がんばりを体感

夏にはビッタリのたのしい実験です

Fクラス

305号

化学入円・かかやけlo円 玉

諸師 岡0和 成

25 1年 生～ 10円 玉を使つて 化学実験 |「あら不思議 ど

うして?」を体験するF_のしい実験で■

Gク ラス

306号

景千しの解割教室

講師 萬松賣津子 麦意みゆき

20 3年 生～ 目でも□でも味わいつくす煮干しの解剖です

たのしいおどろきの時間を さあこ一緒に !


