
N P O法 人大 阪府高齢者大学校 。お も しろ 「子 ども科学 手作りおもちゃ」体験科

2018年 7月 19日 ・L i4発行 ・音田輝元 室日記<こ こうの天気日

スポ■ツや1芸術をたのしむょぅに<科学をた0しむ
いつでも、 どこでも、誰にでも、

たのしい科学の体験を !
*

!>

さあ、楽 しい夏休みだ :

■ <法 円坂 子 ど も プ ラザ >7月 講 座 も大 成 功 !さ ぁ、 次 は枚 方 イ ベ ン トだ !

四u曰 日И口凶…<も のとその重さ>の 実験。くものの変化とその重さ>の 実験を通 して、「原

子論的なものの見方」を教える授業。小 1～ 大学生まで可能ですが最適学年は小学校の 3・

4年 生。今回もむずかしいテーマにチャレンジでしたが、 <楽 しさ評価>は とても良かった。

*

□口旺五日西ヨ因…<ビ ックリ磁石でおもしろ実験 !>ネ オジム磁石 (希土類磁石)を 使いな

がら、磁石における <程 度のもんだい>も 教えるという内容。 4年 生以上が最適ですが、今

回は低学年の子ども達にチャレンジ。大変高度な内容でも (だから)授 業は大成功 !普通は、

高校 ・大学からでしょう。凄すぎるチヤレンジでした。

B・ ・・おもしろ電気学入門 く自由電子が見えたなら>

*

ロロ国ロロ凶★先月の 「く原子 ・分子から素粒子へ>見 えない世界を探検しよう 1」に引き

続き、「難しいテーマを選んでしまいました !J<か がやけlo円玉>の ようなゆつたリプラン

をやる方が良かったかもしれません。☆全58ページの授業書を15ページに短縮して授業。今

回も、限界を感じながら授業しましたが、「嬉しいことに、まずまずの評価をもらうことがで

楽 しか った よ うで す。

<ピ カ ピカ =自 由電子

=金 属 >を 知 り、早速

く自由電子 テス タ ー>

で実験 !こ の授業展 開

が大変良か った よ うで

す。

★35名 の出席 (感想分提出25名 ・<自 由電子テ

スター作 り>が 長 くな り感想文を書 く時間があ りませんで した)口 ■円四閉関閣閣

う、こても楽 しか った ******** * * * * * * * * * * * 2 0名



4、楽しか った **2名 3、 どちらともいえない ***3名    2、 0名    1、 0名

5、こてもよく分か った *************13名

4、よくわか った *****5名   3、 どちらともいえない **2名   2、 0名  1、  *1名

★1の 「ぜんぜん分からなかつた」にOを した4年生の感想 !「 自由電子がどんなものかわか

つた」でした。この4年生、 <自 己基準の高い>子 どもなのでしよう。スゴイ !

口■日口國田 *と ても楽 しかった。

<自 由電子>は すごかったです。(T

さん 5・ 5 3年 生 ) *<回 路作 り

:テスター>を 作 つた りするのが と

ても楽 しかつたです。(Fく ん5・5

3年生) *く 自由電子テスター>

作 りがむずかしかった。(Fく ん5・

5 3年 生) *く 自由電子>の 実験

がたの しかつた。(Kさ ん 5・ 5

4年 生) *え んぴつの しんが電気

を通すことがビックリしました。自

由電子があつたら、ものはピカピカ

光るんだ とわか りま した。 (Hさ ん5・ 54年 生) *<自 由電子テスター>を 作ることができ

たので、たの しかった。光ったのでうれ しかった。(Aさ ん5・ 5 5年 生) *今 回の作 った、

もの作 りはつ くりかたがむずか しかったので、スタ ッフの人 に手伝 つてもらいま した。友達

といつ しよに作れた し楽 しか ったです。また来月も、あそびたいです。実験で知 らないこと

も知れて うれ しかつたです。また、来月も友達 と作 つた り、あそんだ り、学んだ り、たの し

くしたいです。 (Hさ ん5・ 5 5年 生)

*中 を どうすれ ばいいのか、わか りやす くわか って とてもたの しく分か って良かったです。

何が光るかな ど、色 々な ことが知れて良かうたです。楽 しく実験 することができて とてもよ

か つたです。また、いろいろな ことを楽 しく分か りや す くおぼえたいです。また実験も した

いです。 (Kさ ん5・ 4 5年 生) *今 回の実験で一番おも しろかつたのは、千円札の実験で

す。千円札のインクのこいところで電気がつ くかで した。千円札は電気が通 らなかつたです。

おもちゃ (テスター作 り)は 時間がかかったけど、とてもたの しかつたです。 (Aく ん5・ 5

5年生)☆ 最後 にニ ッコ リ感想 !むずか しかったけど、がんばった I(Uさ ん 5・ 5 3年 生)

☆` <子 ども事業推進部>情 報 :7月 18日で申し込み424名 。1000名 前後の人が会館内

にいることにな ります。会場の大きさから考えると、相当の混雑が予想されます。

日胴図国 Al:も し原 17名 (20)A2:磁 石21名 (20)A3:も し原 5名 (20)Bl:

ドラ 37名 (50)B2:ド ラ18名 (50)33:窒 素 :41名 (50)Cl:窒 素31名 (30)

C2:パ ナ10組 (15組)C3:鉱 物24名 (30)★ プース体験 :220名 に注意が
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