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く吹田子こも科学実験敬室>●lら

<法 円坂子ども7ラ ザ>12月 講座ヘ

科学実験 とくもの作 り>の 楽 しさを

たくさんの子ども達に1

く好壽心を青て0活動>にヨl●続●●す晏む′

■くみんな違って みんなヽい !>が 常識の社会を :

今日から12月とは本当に驚きです 今年も皆さんと一緒に 「楽しく学び 活動できた

喜びJを 確認 しなが ら ま とめの 12月 も元気に過ご してゆきたいと思います。

*

11月30日の新閾を見ると '小 4 中2の理数最高点.く 脱ゆとり>が 371果Jの 見出し

が躍っていました 文科省は [<脱 ゆとり教育の効果が表れた>と 分析しているJと い

うのです。 トップは4教 科ともシンカポール.読 みなから 「またか !いつまでこのよう

なことを… 日本とシンカポールの学力を比較することに意味があるの?Jと 悲しくなつ

ます

皆さん !シンカポールの人口予想できますか
'日

本の人口は 1薇 2698万人で シン

カボールは (   )万 人.私 たちの大阪府は (   )万 人です。「人口も文イヒも社会

組織 (学校)も 多様な連いがある国Jと の点数比較に一喜―憂するなんてナンセンスだと

思ってしまいますが どうでしょうか

それよ,注 目すべきは く,い 意欲の問題>で しよう。罐 数祟いが自畷平均より15ポ

の傾向は20年 間同じ)点 数は良くても 「理llJ 科学への感動や学ぶ意欲は いつも晏下

位グループ」なのです

子どもだけでなく 「先生達も 様々な課題に追われますます輛

"的

なゆとりをなくし

それだけではあつません この紙面の横を見ると 「重人事態 いじめて高校生膏折 (東

京学芸大ll属)Jと ありました 横並びで紙画をつくるく●業者の議国>は わかりません

が は 青現場の現状を知らせるJと いうことでは意味があるのかもしれません

先日の新閻報道にもありましたが 「いじめ 不登校Jが また増えてきました。この現

象は 「今のような教育政策を進める以上 改●は見られないJと 私は予想しています.

「テス トで良い点を取ることを強調すればするほど 片方で できない子ども違がつくら

れ 強調されることになるからJです 「勉強の苦手な子どもの人襦まで香定されるよう

なことはないのだろうか…Jと心配でなりません

イントも下回つた」という結果にこそ 私たちが注目すべきことではないてしようか.(こ

子 どもこ に丁事 な対応 が で きな くな つて い くの で は …Jと これ また心配 で す。

*

後何年続くのでしようか ?50年でしようか それとも100年でしようか 一日も早く

大阪府高齢者大学校の受講笙めように 「楽しいこと 面白いこと 頑張る価値があるこ



としかやらない !Jが 生徒の常曖 (学校環境)に なつてほしいと思います 「多様で魅力

的な学び (人生)の 選択肢を提案し続けるJの が大人の役目であり指導者の視点です。

今後の活動として   不登校で悩む屎護者の皆さんとの交流などにも ぜ0関 わつて

ゆきたいと思います (音 日)

■11月26日 (■)く 吹田子どもヽ学実験教室>で 磁石の実験をしました 1

午前39名 午後26名の子ども違と (参観の保崚者)磁 石の実験を楽しむことができま

した この実験も 子ども連以上に保護者が感勁されたのかもしれません。物理測定法の

基本的な概念 イメージを磁石を通して伝える実験だからです。実験テーマは くビック

リ磁石でおもしろ実験 !磁石の秘密を解き明かそう>で す ネオジム磁石を登場させて

(午前 34名 提出)

5 とても楽 しかつた 沐沐沐*=**｀ *

* * t * * * *ヽ ***メ *■ ***■ *

23名   4 楽しかった **ネ ***● 3

3 2 10名

楽しむ実験でした。

A授 業の楽し

B内●について

5  とてもよくわかつた *

***オ 沐 沐 *****'

4 よくわかつた ***

3 どちらとも オ13

* * *“ ***

I ` * *ネ 25名

沐ネ88

0名

沐

　

．

一
一

＊

　

２^

c感 線文 〈午後の,加 書の中から)

☆いつものようにクイズ (予想)を 出しているけれど 今日は半分も当たらなかつたです

つまり!新しいことをいつばいおばえうことができました とくに 磁石のN tt S極の真ん

中で半分にすると また Nl●S極 が半分ずつできるこを初めて知りました 磁石を使った遊

びは知らなくて (くクリレクル磁石人形>)い ろんなことが知れました 楽しかつたです (G

K君 4年 生 5 5) ☆鉄の中に分子磁石がたくさんあつて 半分にするとまたN Sが

できると はじめて知りました (ほ とんどのことははじめて知ることでしたが)100円 玉

は ずっと磁石につくと思つていたので ユ ししようげき的でした Iン ピツは木だから削

りくずも極石につかないだろうと思つていたのでこれもおどろきました 糸につりさげると

磁石て勁かすことができるということは 考えても思いつかないたろうというくらいでした。

今日も初めて知ることば力つ で 楽 しかつたです (G Sさ ん 6年 生 5 4)

☆ニッケル とコバル トも磁石につ くとは ‐ またネオジム磁石が吹田でできた というをほこ

りに感 した ゴム磁石は実用的だ と分かつた 他 にもくつつ くのは分子磁石のおかげだとは

知らなかった 棒磁石を半分にわると また Nと S・jかれるのはすごい 1たてにきるとどう

なるのだろう パワーの統一は 磁石がまとまれてカッコいいと思つた 日本のヨインが磁

(H Y君 6年 生 5 5)

●ステキ感思文に感動です く学校では学べない !たのしい科学の世界 (レベルの高い内

懲)>を これからも提供してゆきたいと思います (苦 口)


