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「いつでも ・どこでも ・誰にでも」

たのしい科学の体験を !
く子ども事業推進>の 価値を考える

*

2017年9月21日・L:,

■た の しい未 来 の た め に 1〈 予 想変 動 の た の し さを (も〉 体 験 して は しい

未来のことだけではなくて 自分の知らないことはいつぱいあります ですから間違える

のは当たり前なのです。そういう場合 「間違えたときには軌道修正をするJと いうことが大

事です しかし 今までの人たちは軌道修正をすることがなかなかできません 小説などに

も 若 くて死んだ人は 嶋 期まで立FIだった1と ほめてもらえます 長く生きた人はどうか

というと 「あの人は頑固おやしだつたから景晴らしかったJと か 「ずっと若い時の心情のま

まで頑日に生きたJと  ほめるようなを出がたくさんあるような気がします しかし 「そん

なほめ方はしないてほしいJ はた日で見ていると 「あの頑園おやしは立派だJと 見えるかも

しれません しかしその日りの人は 「とても因つたなJと 感してもいるのです 〈年をとって

も若い時の情熱をそのまま持って生きている〉という生き方は これまでは もしかしたら

人生論的に 仕方がなかつたのかもしれません

『仮説 実験的な生き方Jの

たのしき、素崎らしきを伝えていきたい

しか し仮耐実験授業の考え方 としては そういう生き方 は受け入れ られません 仮説実験

は それ までは 「真理 だJと 思われていたことの間違いを明らかに してい く生き方です。で

すからはじめは少数派です 〈仮記実験)に よつて 少数派が多数派になることもあつます

しか し 「少数派の自分の意見が もしかして間違つているなら 勇気をもつて自分の意見を

変えるJと いう生 き方を してほしいのです だいたぃ世の中で一般的なことは多数派です_

ごくごく一般的なことは多数派が正しいことが多い.し かし 未来のことになると少数派が

正しいことがたくさんある そう

いうことも 〈仮説実験)で 決まる

授業 というのは 働 道修正のできる生 き方)と つながつているのです 傾 説実験〉というの

のです 

― ―
●教師時代 か ら 頑 固に fたの し

い授業の素晴ら しさJを 訴えて き

ま した 今の多忙 な現場 には た

の しい授業 は伝わ りません  0な

らば学校 外で たの しい科学実験

教室を広 めてい こうと思います

0く たの しさ ‐民主主義 >自 分の

人生 (主体 )を 大事 にする生き方

とは 「たの しく生きることJで す.★松 原 市科 字 興験 教 =:会 場 の累 昭 ら しさ にも ビック リ !
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く科学の集典 課遍検討会>報 告

2017年9月 13日 (水)高 大会議室 午後 1時～4時 半 多加者 20名

●ブース担当者 アンケー ト集計資ll(検討会 酎饉資料)を もとに討議していきました その

後 イベント会場の様子を川端様編集のスライ ドを観ながら談実しました

ご多忙の中 ご参加いただきありがとうございました.

0∫ 子どものためのく科学の祭奥>第 3回 大限科学フェスティバルJは 継続実施する.た だし

2010年度については  ∫新しい会場の確保と曰程の変更Jを 前提に企画する。

☆2018年度 :新会場は 10月 ～‖月中に提案できるように準備 (下見等)す る.

②く科学の祭奥>の 運営
"F●

lま 10時 ～15時 30分とする.

③参加規模は 今年度と同じ程度とする.

定員の表記等については 2010年度実行委員会にて討醸する.

0ブ ース数も今年度 33ブース前後で企画する.科 学実験教皇は 0コ マで企画する.

☆2018年度 新会場・IK決まり次第 ブース数年は再検討する

0ブ ーススタッフメンパーの早期決定を目指す

★高大全クラスヘくスタッフ参加>を 呼びかける。

★他のクラスなどにも積極的に呼びかける.

★くSA 子ども教皇OBグ ループ会>へ 号き続き呼びかける

0「 ブース整理券や昼休み休憩の立て看板」などは プースリーターの+l断て準備する

0「 前ブースー斉に昼休みJは 行わない。積極的に昼休みもブース運営を行う.

0'加 者の 喧 休みのとり方と場所の確保 告知の方法Jを 具体4ヒする.

02018年 3月 0日 (火)午 前 0時 ～ f2018年度く科学の祭奥>第 1回実行委員会」を開催する。

ただし 新会場の検討など緊急に31酸が必要な場合 ま く臨時実行曇員今>を 開催する.

☆今回は 各ブース 3 000 Flの活動資をブースリーダーにお波ししました。2018年度も各ブース

3000円を基本に考えていますが 一人 1000円 の支給ができるように 再度検討 (努力)し て

いきます.そ のためにも 運営予算の確保が前提 ご支援 ご協力下さい 01端 )

★2018年 度 ■行委員会に向けて tF企 画等 構想していきたいと思います そのためにもますは ∫重

会場をとこにするかJ■ 急に具体化したいと思います ★子どて,逮も保護者の皆さんも 私たちの活動

に期待しています たくさんの笑顔と欲声がその証明です これからも 未I・の子ど1,述のために 「礼

たちのスキルと行動力を大いにF●供してく歴史の動輸を前べ !>J進 めていきたいと思いま九

みなさん 12018年 3月 6日 (火)第 1回  実行委員会でお会いしましょう (音 田燕元)
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