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今日から、菫イベント体験学晋①
第5回 ・法円坂子ども教室

フェスティバル

どのクラスのアシスタントをしますか ?
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★アシスタントだけでなく 実験講師になるぞ |

■ 「アシスタン トも笑顔で活動Jそ のためにもスキル を… 1

今日から 「フェスティバルJに 向けての体験学習 (アシスタント練習)が

|.まります。この体験学習は フェスティバルだけでなく '他 の科学教室で

も大いに参考になるものばかり]で す.

1回日は く トライアイスで見えない気体をつかまえよう>。 くトライアイ

スで遊ぼう>(低 学年版)の 中 高学年版実験として位置付けています 実験

が簡単で すごく楽しい実験が連続 [「夏の実験教菫では一番人気の授業 lJ

です。ぜ●マスター●てくrさ い。

が目標です。

日午前の部 10時 ～11時 50分 3階 の数室て実験します (Aク ラスは7階 )

■時間表
930 イOOЭ イ0∞ 11100 115C 1245 13Ю

受付 科学の授業 1

中し2ん だクラスで

実験してください

体輸

おやつ

タイム

科学の彙餞 2

1と同じクラスで

実験してください

昼食と

楠

ヽ学工● ものづくり

パソコンお鴛摘き

カメラ教菫 など

おわり

教窒 科 B 定員 対象者 内雷

Aク ラス

7麟 下―′し

トライアイスで連ぼう

講師 岡3噌 子 雁金美佐江

40名 □児～1年 生 トライフイスをつかって、わくわく ときどき

実験のれんぞくで,ヽ 学実験はここから!

3ク ラス

3013

ドライフイスで見えない気体

騒師 5本 裕椰 水□民夫

303 2牲 トライアイスで適ほうの 中 高学年日実卿

たのしく わくわく実駒つれんぞくです

Cク ラス

302]

トライアイスでモクモク研究

諄師・音日輝元 西田隆

30名 3■ ■― ドライアイスつかつて くモクモク>の研究 !

たのしく びっくり実験のれんぞくです
Dク ラス

303号

液体奎素で遊ぼう-196 C

腋師 畑中真― 竹肉清和

30名 2年 生～ 液修室素取 つて冷た―い世界を臨 思わす

身を乗り出してしまうおもしろい実験で茂

Eクラス

3048

|し学入門 1かがやけ 10円 玉

籠師 =下 彙夫 松村良子

25G 1年 生～ 10F沐 を使つて 化学実口  「あら不趙譲 ど

うして?Jを lt瞑するたのしい実験です

Fクラス

31153

不思餞体感 !おりそめ教室

濤師 高松真澪子

25名 1肇
‐ 本格的な染料をつかつて おIIぞめ体脚 色の

美しさに感如 最後は索敵作品作りです

Gク ラス

306号

煮干しの解剖致室

講師 ■蝙奥子 麦倉みゆき

206 3● I～ 日でも口でも味わいつくす魚千tO解 割です

たのしいおどろきの時口を さあご―繕に |



★ベテランスタッフばか つで 心

強 く 安心 して 授業をすること

ができました ★t藤 さん 実験

段取り ありがとうございました

スムーズな運0 さすが |ベテラ

ン.☆ 子ども達の感想の一部をご

報告いた します 0今 回の授業の

r楽しさJは [とでも楽 しかつた

もしくは 楽 しかつたJと 評価 し

て くれました ●いろんな実験を

して 酢はあま つされいにならな

かつたのに 塩をちょつといれた

とたんにきれいになつて 「すごいJと 思いました.● ソースが一番されいになつていまし

た おどろきました ●10円 玉がされいになる方法がわかって たのしかつたです

0こ んなことは あまりしなくてわからなかつたけど 先生がわかりやすく教えてくれた

ので よくわかりました。●iO円 玉がされいになるか からないか どちらかわからな

くてどきどきしてたけど そこがたのしかつたです

* * *

月23日  実離講師 高松真津

☆トライアイスを口り,金 輌ザルを利用して 分

'1す

る方法 割り方について.

★く総>が 固まつたもの

くトライアイスの実験では
'>佳

藤和決 (メールより部分引月)

佐属の方法は ① トライアイスを扱う時は ●す <口 手 >を すること (油 断している

と その時は何ともな くとも 饉τ凛饉ボ燿になります) ② ドライアイスを く籠讚ネ●

卜>に 入れる (時 間|ま掛かるが  lKGず つの方が良い) oく タオル>で 包む  <コ

`′

、ンマー>で 答∫る

ロカだけではな く 雷Jるコツを必要とするかなと感じます はじめに大ざつぱに宮」る.ゴ

ムハンマーの角を利局する  ["[せ て|まな く ′ヽンマーの菫さを利用して  回綺い

てゴム八ンマーの,つ 面全体を利用 して細かくする  ロカ任せだけでは 洗濯ネ ットが

ポロボロになります。 □一気にすべて 粉にしようとすると しんどい。 国多少割れ
たら ザルでふるい く粉>を 洗面暑 に分ける (粉 ま なかなか多 くは取れません)

□残つた ドライアイスを く粒>(1～ 2 crr 2 )と く大きな塊 >に 分ける  固 く粒>は

洗面器 に分けて入れる  回 <大 きな塊>を 洗濯ネ ッ トに入れ 再度ゴムハ ンマーで割る

[コ この くり返 して  く粉>と く粒>に 分けます. く粉 >と く粒>は 別 々の洗面器 に入

れ タオルをかぶせて保管 この時できるだけ 洗面器の下にも タオル ..布 な どを敷

くと良しヽ

トライアイスを最初から 書!る時よつも 簡単に粉にすることができるので 多少多め

の く 粉 >を 作 つ て お い て も よ い  た だ し  LIず  事 II Iチェ ッ ク を 1

0以 上  ドライアイスについて佐藤さんのメール文より弓用 しました 詳細については

直接 「花藤さんから 体験|1 実践的解説」をしてもらうようにします。(音田)


