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法円原子とも電ラザ ・5月講座も

六成功 ′

Aクラス 化学入門くかがやけ10円玉>

Bクラス・くもしも原子が見えたなら>と

r空気の分子模型作りJ
くもの作り>は 、■ん中ドアとトンボヒコー

手lTりおもちゃJ体 験科

2017年 5月18日・Iに0

ら、楽 しい科学を伝えたい 1

Bク ラス 3～ 0年

☆ふだん 空気のことをふかく考

えていなかつたlJど 今回の実験

で約 118種類も原子があると知れ

て楽しかつたです (MNさ ん4年

生 5と 5)

★わたしは すべてのものが原子

でできているということは 最初

はわからなかつたけれど でもわ

かつてよかつたです。あと 思い

分子もあるなんて思っていなか っ

たです (ANさ ん5年■ 5と 4)

☆今日は 多颯多様な原子や分子

を知ることができました 分子も

けいを作つたとき やはつ0で わ

けていて とでもわかりやすかっ

たです 今日をきっかけに 分子

を覚えようと思いますし それに

同期壼がとても役立ちます きっ

かけをrつ て下つてありがとうご

さいます。また来月も来ようと思

います (MKさ ん4年生 5と 5)

★今日は少 し●すか しかつたけ

ど、楽しかつたです。半分ぐらい

は分子 をおぼえ る ことが で きた と

思います 前の実験では スライムとトライアイスだっておもしろかつたです。今日は

いういうなものをおぼえれてとてもうれしかつたです。また つぎも来るのがたのしみで

■<法 円坂子どもプラザ>を か



☆空気中にある 原子や分子がよくわかった 一つ一つの分子の動く速さがちがうことや

10■類の分子をおぼえることができた。(SRく ん 6年 生 5と 5)
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「5 33名  4 7名   3 0名   2 1名   1 0名J     ヽ
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0く も しも原子が見えたなら>と 「空気の分子模型作 り」の評価 と感想文 音日が未だに

、
緊張する授業 「4 学ヽ生に原子 分子 ?そ んなものわかるはずがない !Jと いう教育関捩者、

へ 崚 業結果 で反論 したい ,そ のためにも授業 は成功を !Jと 思つているからかもしれ ま:

せん もつと気楽 にすればいいのですが 毎回こんな感 じになつて しまいます 教師の頃ミ

は 101.間 前後で実験 していましたが今は く45分 ×2> 毎回 ド■ ドキです !(薔 口輝元)|

″ ″ ″ ″́′″ ‐́″́ ´      ″ ″ ´ ″́′″ ″ ´ ″ ″ ‐́″″ ″ ″ ″ ‐́″″ ″ ″ ″ ´が

わくわくしています.つ ぎは どんな実験をするのかな?(HRく ん 3年 生5と5)

Aク ラス :・ 2年

*今 日10円 玉を使つて楽しかつたです

*今日は,ご くおもしろい実験でした。10円 玉をされいにする1番クチヤップがされくなり

ました ●ん中ドアはふしぎでした *工 件や実験が とつても案 しかつた。

*前 にどこかでやったときより よくわかつF_

*10円 工の事がよくわかった.6月 も行きたいです.も のすごくやりたいです 今日や

ったことを弟にしてあげたいです

*知 らない子と友だちになれてうれしかつた

+おもしろかつた ケチヤツプで■0円エポ光るなんておもしろかつた.

*た のしかつたし よくわかつた。■ん中 トアも楽しかった

*い ろいろな実験が楽しい 次はなんの実験か楽しみ !おもしろかつた。

ホ塩と酢で 10円 工がとてもされいになつて家で試してみようと思いました。

*い えてもいろいろな物で誠してみたいです またいろんな実験をしたいです また 行

きたいです。   ホ6月 は実験来られないけど 7月 はいろんな楽しい事したいです
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*つぎもくるね.

臓業の楽し日

臓■の理用

「5 20名   4 ■0名

「5 15名   4 ■4名

3 ■名  2 0名   ■ 0名J  ヽ
3 1名  2 2名  1 1名J ヽ

● 2回 日の子の子 どもプラザで したが 低学年児量の科学実験教室は大変勉強にな りました 「何｀
,

が起こるかわからない
'IJで

はなく 「こんな軍態が想定されるだろう IJと 前t●つての、

予測をしうかりする必要がある事を今回学びました 0や はつ たつた2時 間の出会いでヽ

いですね 頑張 ります |||(日 松翼滓子)

きなフレーズ ! 円 の意味>(板 倉菫宜〉

授業には 様々な 「わかる」があっていい。

学習は一人で もできるが  授業は多数でない とできない.

★これからもスタッフの旨さんとたのしい教室を 1


