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本日のお話の内容

• 科学ボランティアセンターとは？

• 私の教育に対する問題意識と仮説実験授業．

• 科学ボランティアリーダー養成プロジェクトを
始めるまでの経緯．

• 科学ボランティアリーダー養成プロジェクトの
概要．

• 科学ボランティアセンターの今後の展開．



岡山理科大学 科学ボランティアセンター
目的： 科学ボランティアリーダーの養成

主な業務
❖ 科学ボランティアリーダー養成カリキュラムと認定制度の運営
❖ 学生支援 科学ボランティア情報の収集と学生への提供

講習会の開催，実験機器および本の貸出
スタッフ
兼任教員 7名 ※ これ以外に30名ほどの協力教職員（運営委員）がいます．
滝澤 昇 工学部 バイオ・応用化学科 （センター代表）
高原 周一 理学部 化学科
山口 一裕 理学部 基礎理学科
小林 秀司 理学部 動物学科
田中 雅次 工学部 機械ｼｽﾃﾑ工学科
塗木 利明 工学部 知能機械工学科
小野 忠良 総合情報学部 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ学科

高橋 亮雄 総合情報学部 生物地球ｼｽﾃﾑ学科
専任職員 4名
吉村 功 コーディネーター 元中学校長
内田 正夫 コーディネーター 元小学校長
森田 明義 コーディネーター 元小学校教諭
西山 昌江 事務担当

詳しくはホームページをご覧ください． URL http://ridai-svc.org/



科学ボランティアリーダーとは？

• 科学ボランティア活動とは？

科学・工学教育の振興につなが

るボランティア活動．
地域の子ども向けの科学イベント
にボランティアとして参画・協力す
る活動など．

• 科学ボランティアリーダーとは？

科学・工作教室の講師等として地

域の「科学ボランティア活動」を牽
引する人材



平成20年度 文科省教育GPに選定！

• 取組名称： 理科大学発！科学ボランティアリーダー

地域連携活動による学士力獲得と地域の科学リテラシー向上への貢献

• 申請区分： 教育方法の工夫改善を主とする取組

• 取組期間： 平成 20 年度 ～ 22 年度

• 取組学部等： 全学

教育GP（Good Practice） 「質の高い大学教育推進プログラム」とは？

各大学・短期大学・高等専門学校から申請された、教育の質の向上につ
ながる教育取組の中から、特に優れたものを選定するもの。本年度の選
定件数は全体で148件（選定率15.8％）。



私の教育に対する問題意識と教育実践

• 分数の割り算はなぜひっくり返してかけるのか？
→ 理由はともかく覚えればよいという指導が蔓延しすぎで
はないか？
→ 割り算の意味を把握しそびれている子どもは多い．

• やる気がでなかった大学の授業
／科学サークルや研究室での勉強や読書は能動的にできた．
→ 科学観・世界観の形成に寄与．

わかることの快感，わかってもらうことの快感．
→ 科学のたのしさを多くの学生に伝えたい．

• 理大赴任当時のゼミ生H君

単位が取れたらゴミ箱に捨てたくなるような知識を教えるの
が大学？

• 授業「化学熱力学」を担当してみて．．．



化学熱力学の内容
第１回 ガイダンス，分子論的な見方

第２回 古典力学と量子力学，分子間力 ／分子間に力がはたらくのはなぜか？

第３回 力とエネルギー，内部エネルギー

／蒸発が吸熱変化なのはなぜか？ 燃焼が発熱変化なのはなぜ？

第４回 内部エネルギーと温度

第５回 熱力学第１法則，エンタルピー ／気体を膨張させると温度が下がるのはなぜか？

第６回 熱力学の応用例 ／気体圧縮による発火，エアコンのしくみなど

第７回 口頭報告（１）

第８回 エントロピーと熱力学第２法則 ／反応が進む方向は何によって決まるのか？

第９回 自由エネルギー ／０℃以下で水が氷になるのはなぜか？

第10回 速度論的要因，ガラス状態 ／０℃以下でも水が凍らないことがあるのはなぜか？

第11回 化学平衡 ／化学平衡の組成はどのようにして決まるのか？

第12回 口頭報告（２）

第13回 エンジンの効率，まとめ

第14回 演習

第15回 定期試験



学生の実態

• 単位を修得した授業で扱った基本概念についてまっ
たく説明できない．

• 「微分とは何ですか？」
→ 「x2を2xにすることです．」

• 「原子・分子は目に見えないからイメージしづらい．」

• 「試験のときは暗記が大変でした！」

⇒ これまでの教育の実態を反映している！

• 試験のための「ごまかし勉強」の蔓延／それを黙認する教員．

• 教員の自己満足 or 教育の軽視．

大学が一番教育改革をしやすい！



「物理科学のコンセプト（全９冊）」
P. G.Hewitt, J. Suchocki, L. A. Hewitt著 小出昭一郎監修 共立出版

• 身近な現象に焦点を当て，物理の重要な部分にし
ぼって教える．数式は使わないで，ふつうの言葉で
説明して，概念をよく理解させる．

• 式はあるが，それは計算のための処方箋ではなく，
概念の理解を助けるためのもの．

• 数式を使って問題が解けたからといって物理がわ
かっているとはいえない場合が多い．

• 理工系の学生にとっても，計算演習を中心とした物
理の学習に入る前に概念の理解を先行させるべき．

定性→定量→定性



「学習者の理論」or「よくある誤概念」

• 運動し続けている物体には，等速直線運動であっても，運動
の向きに力がかかっている．

• 物体が減速するのは，この力が「使い切られた」ためである．

• 床の上の物体を動かすには物体にかかる重力と摩擦力に
打ち勝つ必要がある．

• 1円玉（アルミニウム）は電気を通さない．

• 1円玉（アルミニウム）は磁石にくっつく．

学習者は白紙の状態で授業に臨むのではない．

「理科教育学概論」 寺川智祐編著，大学教育出版



学力格差にどう対処するか？

• 習熟度別クラス編成

• 協同的学習の導入

「習熟度別指導の何が問題か，佐藤学，2004，岩波ブックレット」

2000年PISA調査で「習熟度別指導」を行っているドイツ，

スイス，オーストリアなどは中位・下位グループで，「習
熟度別指導」を行っていないフィンランドが1位になった．

これは「習熟度別指導」の敗北を意味している．



「化学熱力学」における協同学習の取り組み

• ３～５人の班を組む．

• 演習問題を与えて班でディスカッション．

• 班毎に教員のところきて演習の解答を口頭で
説明する．教員とディスカッション．

• この演習問題の類題を試験問題にする．

• 教えあいによる学習効果．

• コミュニケーション力の向上．



ある中学校での総合学習の内容

①『水は答えを知っている』の本を手にとって、「誰か、この本を知っている人
いますか？」
「この本を読んで、おもしろいなあって思ったことは、言葉によって、水の結

晶のでき方に変化があるって書いてあったんです。“ありがとう”という言葉

を水に語っていると、その水が結晶を作るとき、美しい形になったんだそうで
す。“バカヤロウ”という言葉を水に投げかけ続けると、その水は結晶をつく

らないんだそうです。不思議ですね。みなさんは、信じます？」

②「いずれにしろ、言葉は、何かしらのパワーを与えれる力を持っているの
かもしれません。そこで、今度は、自分自身に手紙を書いてもらいます。」
（生徒ざわめく）

③「自分自身といっても、未来の自分です。でも、3年生が卒業文集で書くよ
うな、15年後とか20年後の自分ではなく、もっと近い未来の自分です。そう

ですね。今年の秋の自分にしましょう。いいですか、今年の秋の自分です。」
（以下略）

※ 道徳教材としても問題．
※ TOSS（教育技術法則化運動）がこの教材普及に一役買った．



私の問題意識（まとめ）

• 学ぶ意欲のわく授業．

• なぜ？を大切にする授業．

• 定性的で本質的な理解．

• 誤概念への対応．

• 協同的な学び．

• 科学的精神の涵養．
etc.

• 仮説実験授業との出会い．
私の問題意識の全てに対応！



仮説実験授業
• 板倉聖宣氏が1963年に提唱した授業方法．

教師が質問（こんな実験をしたらどうなるか？） 主に定性的な問題．
↓

生徒が結果を予想（選択肢の中から選ぶ） 実験の前に予想．
↓

討論，予想変更 納得したら意見を変えることも大切．
↓

正解を実験で確認 自然が先生．多数派が不正解のことも．
↓

教師によるお話（まとめ，関連した事柄など）

• 教師が発する質問と進行が十分練られており，楽しみながら科学の本質
的内容（原子論など）が習得できるよう工夫されている．

• 誤概念を積極的に取り上げて，教材化している．
• 科学における認識の発展を体験できる．科学の本当の楽しさが伝わる．
• 科学的な精神（≒民主主義的な精神）を養うことができる．
• 授業書，教材が整備されており，だれでも実施可能．

教員および学生が模倣する価値のある教材．

仮説の発生



学生と実験サークルを作ろう！

＜理由＞

• 授業改善のために演示実験を導入したい．
（川勝博先生の講演会がきっかけ）

• 高校などへの出張講義などでも実験を取り入れたい．

• サークルで学生と一緒にたのしい実験をしよう．

• サークルでの実験を教材研究に生かそう．

• 授業だけで学生の心に火をつけるには限界がある．

• 学生を地域に連れ出し，地域で成長させよう．

• 学生の心に火をつけよう！



NPO法人 岡山市子どもセンター

• 舞台鑑賞会
月に1回のペース．劇，オペラ，手品，コンサートなどなど．

• プレーパーク（冒険遊び場）
月に数日実施＋年1度の大規模な「キッズフェスティバル」，常設化をめざす．

• 夏休みフリー塾（地域ボランティアによる体験活動）
公民館等とも協働して美術教室，料理教室，体育教室などを計57会場（44小
学校区，全小学校区の47％）で実施．参加者総数8780名（うち中高生スタッ
フ614名，大人1412名）実施日数のべ221日，全講座数231．
うち，科学教室37講座，工作教室35講座．（2006年度実績）

• みんなで遊ぼう！－科学の世界－
毎年1回，1000名弱の規模，科学の祭典的な企画．
「青少年のための科学の祭典」への出展も．

目的： 子どもの社会参画の機会の拡充を図るとともに、子ども劇場をはじ
めとする子どもに関する諸団体に対して、連絡、交流、支援等の事業を行
い、よって、子どもの豊かな成長に寄与すること。



実験サークル「のっぱら」設立のねらい

• 地域社会の中に学生の活躍・成長の場を作る
大学教育と地域貢献の相乗効果

• 大学教育の改善
学生に理科好きになってもらう．
大学において「たのしい授業」を構築するための実験場．
授業への演示実験の導入．

• 教員志望学生の支援
学生を教育現場に連れ出す．
実験を中心に多様な経験をさせる．

• 地域で理科好きの芽を育てる
理系の大学としての地域貢献．
理科離れは科学・技術立国日本を危うくする．
理科離れは理系大学・学部の存在基盤を掘り崩す．
※ 学生との面談 「なぜ理学部化学科に来たのか？」



その後の経緯（１）

• 2005年5月 川勝博先生講演会

• 2005年6月 実験サークル結成を呼びかけ

• 2005年8月 実験サークル例会スタート

• 2005年9月 実験サークルのっぱら愛好会登録

• 2005年10月 岡山県青年館主催の内田先生のボランティア研修会および実
験教室に参加

• 2005年12月 岡山市子どもセンター主催「みんなで遊ぼう！科学の世界」に
参加

• 2006年3月 科学の祭典岡山大会に出展

• 2006年6月 岡山仮説の会主催「わくわく科学クラブ」（もしも原子がみえたなら，
森田先生，里山センター）に参加

• 2006年7月 岡山県立児童会館主催「わくわく科学教室」 （やじろべえ，三木先
生・森田先生）に参加

• 2006年8月 旭東公民館夏休みフリー塾で科学教室（葉脈標本，赤司先生担
当）を実施



その後の経緯（２）
• 2006年9月 岡山県立児童会館「科学実験指導者養成講座」 （ふしぎな石じ
しゃく，三木先生）に参加

• 2006年10月 岡山県立児童会館「わくわく科学教室」 （ふしぎな石じしゃく，三
木先生）で学生が前半の講師役

• 2006年11月 生涯学習センター「まなびピア岡山２００７プレフェスティバル」大
道仮説実験（ころりん・しゅぽしゅぽ，三木先生）に参加

• 2006年11～12月 朝日塾小学校で科学教室（ふしぎな石じしゃく）を実施
• 2006年12月 科学ボランティア研究大会（京都）に参加

• 2007年 のっぱらの活動が軌道に乗る
• 2007年9月 GP申請の検討開始
• 2007年11月 「わくわく科学の広場」（大学祭企画）開催
• 2007年12月 県立児童会館と理大が協力協定を締結

• 2008年4月 「科学・工作ボランティア入門」開講
• 2008年5月 教育GPに申請
• 2008年9月 教育GPに選定
• 2008年11月 科学ボランティアセンター設立
• 2009年4月 科学ボランティアリーダー養成プロジェクト本格始動
• 2009年8月 「たのしい授業への招待 in 岡山理科大学」開催



朝日塾小学校科学教室

2006年度より小学校1年生の３クラスで仮説実験授業の授業書「ふしぎな石じしゃく」を

行っている．

100円玉は磁石にくっつくでしょうか？質問すると元気よく手が挙がります．

珍しいコインに興味津々の子ども達． 教育実習なみにがんばりました．



本取組の背景と目的



各専攻分野を通じて培う「学士力」
～学士課程共通の「学習成果」に関する参考指針～

１．知識・理解

専攻する特定の学問分野における基本的
な知識を体系的に理解するとともに、その
知識体系の意味と自己の存在を歴史・社
会・自然と関連付けて理解する。

（１）多文化・異文化に関する知識の理解

（２）人類の文化、社会と自然に関する知
識の理解

２．汎用的技能

知的活動でも職業生活や社会生活でも必
要な技能

（１）コミュニケーション・スキル

（２）数量的スキル

（３）情報リテラシー

（４）論理的思考力

（５）問題解決力

３．態度・志向性

（１）自己管理力

（２）チームワーク、リーダーシップ

（３）倫理観

（４）市民としての社会的責任

（５）生涯学習力

４．統合的な学習経験と創造的思考力

これまでに獲得した知識・技能・態度等を
総合的に活用し、自らが立てた新たな課
題にそれらを適用し、その課題を解決する
能力

中央教育審議会大学分科会

平成２０年３月２５日「学士課程教育の構
築に向けて」（審議のまとめ）より



全国の大学で行われている取組
学生参加型の科学ボランティア活動を推進している大学
• 工学院大学 理科教室の展開と支援学生への教育波及効果（H16年度特色GP）
• 愛知教育大学 科学教育出前授業等による学生自立支援事業（H17年度特色GP）
• 立教大学 理数教育連携を通じたCBLSプログラム（H17年度現代GP）

立教理科工房
• 九州工業大学 学生と地域から展開する体験型理数学習開発（H17年度現代GP）
• 奈良教育大学 高大融合による理数科高校教員の養成（H18年度教員養成GP）
• 和歌山大学 紀ノ川流域をフィールドとする自主演習（H19年度現代GP）

実験工作キャラバン隊
• 東京工業大学 小中校用バイオ教材開発による競創的教育（H18年度特色GP）

３相の<ことつくり>で社会へ架橋する（H19年度学生支援GP）
• 神戸大学 正課外活動の充実による大学院教育の実質化（H19年度大学院GP）
• 福島大学 科学的理解の深化を促す地域連携型理工教育（H20年度教育GP）
• 奈良女子大学 地域貢献活動を活用した理系女性人材育成（H20年度教育GP）
• 島根大学 「環境寺子屋」による理科好き教師の育成（H20年度教育GP）
• 北海道大学 博物館を舞台とした体験型全人教育の推進（H20年度教育GP）
• 静岡大学 教員養成 “しずおかサイエンス・スクール”
• 金沢大学 理学部オープンキャンパスへの学生の参画 サイエンス☆ラボ
• 鹿児島大学 生涯学習教育研究センター 鹿児島大学楽知ん研究会
• 名城大学など なごや科学リテラシーフォーラム

学生によるサークル
• 東京大学教養学部 化学部 東北・北海道の中学校等で出張実験教室．
• 大阪大学 サイエンス部



事業の概要



科学ボランティアリーダー認定カリキュラム

前期4年3教育実習II
通年3年3博物館実習

後期3年2理科教育法IV
前期1年1生涯スポーツII（ヨット）
後期1年2ボランティア論

前・後期1年2福祉環境論

前・後期1年2プレゼンテーションI

選
択

－1年1ボランティア活動

後期2年1科学ボランティア実践指導II
後期1年1科学ボランティア実践指導I
前期1年2科学・工作ボランティア入門

必
修

開講
学期

開講
年次

単位
数

科目名
種
別

必
修
5
単
位

選
択
3
単
位

科
学
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
リ
ー
ダ
ー

卒
業
時



リーダー認定必修科目の内容
科学・工作ボランティア入門

科学ボランティア活動の現状・意義と必要な知識を習得．
地域で活躍する講師による講習会．
チームを組んで学内で実験等の発表会を行います．
（教育GPの採択に先行して平成20年度前期より開講済）

科学ボランティア実践指導Ⅰ・Ⅱ
チームを組んで科学ボランティア活動を2時間以上実施．

（Ⅰは科学イベントでブース出展，Ⅱは科学教室で講師を勤める）
教員が手厚く事前・事後指導．

ボランティア活動
30時間以上のボランティアを実践することで1単位を付与する認定科目．
科学ボランティアリーダーの認定には，内15時間以上が科学ボランティア分野である

ことが必要．

成果発表会 （単位にはならない）
3年次の後期には科学ボランティア活動についての成果発表会を行い，リーダーとし

ての能力が習得されていることを総合的に判断し，認定資格の質の保証を行う．



取り組み内容（正課）

プレゼン形式の発表

昨年度より実施

外部講師の講習
＋

学内発表会
ブース形式の発表外部講師による講習（２）外部講師による講習（１）

◎ 科学・工作ボランティア入門 （リーダー認定必修科目）

◎ 博物館学芸員養成科目

児童会館での展示発表小学校での野外展示 学内での展示発表

博物館実習で作
成した展示物を
使って学内・学外
で展示・発表

◎ 生涯スポーツⅡ（ヨット）

ダンボール船作り→ 小学生対象のダンボール船作り体験教室を学生が指導．



取り組み内容（課外活動）

実験サークル「のっぱら」

• 週2回の例会で身近な素材を使った楽しい実験を実施．

• 例会の成果を地域の科学教室等で発表． 2008年度実績 18回実施，スタッフのべ125名

旭東公民館 科学フリー塾 夏休み理科自由研究相談会みんなで遊ぼう！科学の世界 朝日塾小学校 科学教室

※ この他に，天文部，児童文化部なども科学ボランティア活動を行っている．

◎ 大学主催の科学イベント

大学祭企画わくわく科学の広場

2008年度
参加者：約520名
スタッフ：教員16名，学生60名

◎ サークル活動

ブース出展の様子 スタッフ集合写真



2008年度後期の課外活動の実績
学生の課外活動 （18件，のべ108名の学生が参加）
11月1日 県立児童会館主催科学教室キャラバン隊（のっぱら）

11月1日，11月15日，12月6日 朝日塾小学校科学教室「ふしぎな石じしゃく」

11月3日 県立児童会館，京山祭への出展（のっぱら）

11月15・16日 「青少年のための科学の祭典倉敷大会」への出展（のっぱら）

11月17日 清心女子高校にて理大女子学生が化学実習を担当

11月22日 本学大学祭企画「わくわく科学の広場」への出展

12月17日，1月14日 伊島小学校科学教室補助（講師：大木道則先生）

12月21日 岡山市子どもセンター主催「みんなで遊ぼう科学の世界」出展（のっぱら）

2月 8日 足守小学校PTA主催科学教室（のっぱら）

2月14日 倉敷市立船穂図書館科学教室の補助（講師：森田明義コーディネーター）

2月21，22日 「青少年のための科学の祭典岡山大会」への出展・補助

2月27日 総社市立阿曽小学校にて科学教室（のっぱら）

3月21日 本学で行う附属中学生対象の科学実験教室の補助

附属中学校のロボットサークルの指導（10月23日，11月13日）

学生の学外研修
11月29日 岡山市子どもセンター科学教室講師養成講座

（岡山県立生涯学習センター） 講師：山田善春先生（ONSEN） 2名
12月13・14日 第８回科学教育ボランティア研究大会（京都） 3名
12月27・28日 大道仮説実験ワークショップ（千葉） 2名



取り組み内容（地域との連携）

岡山県立児童会館
科学教室指導者養成講座

科学の祭典倉敷大会 岡山仮説の会
わくわく科学クラブ

岡山市少年少女発明クラブ

主な連携機関・団体
岡山理科大学附属中学校，岡山理科大学附属高等学校
岡山県立児童会館，岡山市立中央公民館 その他の公民館
岡山仮説の会，NPO法人岡山市子どもセンター PTA・子ども会など

課外活動の例
集団： サークル，学科ごとのグループ，科学・工作ボランティア入門の班
内容： たのしい実験・工作

数学系の教材研究，天文関係（今年は国際天文年，日食の年），
自然観察，ロボット関係（理大でロボカップ大会を開催）

活動場所： 学内，地域，帰省先（同窓会，母校），海外



岡山理科大学 科学ボランティアセンター

目的： 科学ボランティアリーダーの養成

主な業務

❖ 科学ボランティアリーダー養成カリキュラムと認定制度の運営

❖ 学生支援 科学ボランティア情報の収集と学生への提供
講習会の開催，実験機器および本の貸出

2009年度の講習会（7月まで）

• 中学理科教材研究（吉村） 計10回開催 のべ53名参加

• 仮説実験授業関係講習会（内田，森田）
計7回開催 のべ41名参加

参加学生の規模

授業（70名）・講習会・学生スタッフ会・サークル（のっぱら50名）

などで， 100名以上の学生をゆるやかに組織．



8月のイベント 計14回

森田ドライアイスであそぼう岡山市立高田小学校夏休み科学教室8/25

赤司葉脈標本作り兵庫県朝来市生野公民館サマースクール
おもしろサイエンス

8/26

天文部望遠鏡を作って星をみよう岡山市立灘崎町公民館夏のなだっ子体験教室8/24

内田ブーメランで遊ぼう岡山市立万富公民館夏休み小学生体験講座8/24

のっぱら液体窒素で遊ぼう北ふれあいセンター北ふれあい夏まつり8/23

森田ドライアイスであそぼう天満屋倉敷店夏休み楽しい科学実験教室8/22

のっぱら紫キャベツの色水岡山市立旭東公民館夏休みフリー塾8/21

のっぱら真空の不思議岡山市立北公民館夏休みフリー塾8/20

森田
内田

科学教室・科学実験
ものづくり・講座岡山理科大学

たのしい授業への招待
in 岡山理科大学

8/17
8/18

のっぱら真空の不思議岡山市立上道公民館夏休みチャレンジクラブ8/10

内田ドライアイスであそぼう岡山市立中央公民館科学遊びシアター8/8

森田ドライアイスであそぼう岡山市立上南公民館みんなあつまれ！8/7

森田ドライアイスであそぼう岡山市立高島公民館夏休みフリー塾8/6

内田ブーメランで遊ぼう岡山市立灘崎町公民館夏のなだっ子体験教室8/6

担当者内容場所イベント名日程



これまでの取組で感じたこと
＜学生について＞

• 科学ボランティア活動には学生の中の潜在的なニーズがあった．

• きっかけを与えてやると学生は自分達で活動を始める．
教員による支援は必要（特に立ち上げ時）．

• 学生は実験やイベントを楽しんでいる．
原理の理解や教材準備はまだひとり立ちしていないが．．．

• 学生は最後は責任を持ってやってくれる．
準備が遅くてハラハラすることもありますが．．．

＜地域・市民について＞

• 地域のもっている力は思っていたより大きい．
市民と行政の協働，育ちあいの場，学生に対する暖かい眼差し．

• 地域は学生の力を求めている．
ボランティア派遣，科学教室開催の依頼が多数来る．
ボランティアに対する地域の方々からの評価も上々．

• 市民はたのしい科学を求めている．



今後の展開（2010年度まで）
• 参加学生の拡大．

• 指導の強化．（科学ボランティア実践指導Ⅰ・Ⅱなどを通じて）

• 地域との連携のさらなる強化．

岡山ならではの生態系成立を目指して．

• 岡山市教委からの特別講師派遣依頼に応える．

まずは教材開発から．

• 科学イベント内容と児童生徒が身に着けるべき科学リテラシーおよび学校

教育での学習内容との関連付け．

• 学内で科学教材研究会を発足させ，科学実験教材の研究を行うとともに，

その成果を大学教育改善に役立てる．

• 全国的な学生による科学ボランティア活動のネットワーク作り．

10月31日（土） 理大ホールにて教育GPフォーラム開催



今後の展開（2011年度以降）

• 科学ボランティアセンター，科学ボランティアリーダー

養成事業の持続的発展．

学生スタッフ会への一部業務の移管．

• 社会人対象の履修証明プログラム（教員再教育） へ

の展開．

教員免許更新講習？

• 小中高大連携による教材研究への寄与．

• サイエンス・コミュニケーターの養成．



サイエンス・コミュニケーション
科学者と市民の双方向コミュニケーション

• 市民への科学の普及活動
（疑似科学批判を含む）

• サイエンス・カフェ（科学への批判も受け止める）
• 市民から大学等へ研究を委託

＜サイエンス・コミュニケーター養成＞

• 北海道大学 科学技術コミュニケーター養成ユニット

• お茶の水女子大学 サイエンス＆エデュケーションセンター
理科教育支援者養成プログラム

• 大阪大学 コミュニケーションデザインセンター

• 国立科学博物館 サイエンスコミュニケータ養成実践講座

• 市民科学研究室

サイエンス・コミュニケーター養成は大学院生・社会人を対象とするものが多
いが，大学生でも可能では？



「化学プレゼンテーション」

• 化学科２年次前期，選択科目．

• 受講生３０名程度．

• ３～５人程度の班を作り，班ごとに化学に関
係するテーマを自分たちで決める．

• 班ごとに情報収集し，成果を液晶プロジェク
ター＋パワーポイントを用いて発表する．

• 受講生間での相互評価も行う．

コミュニケーション力の向上，受動的な学習からの脱却



化学プレゼンテーション 過去のテーマ

2008年度： 光る鉱石，電子レンジ，乳酸菌，食品に含まれる化学物質，薬の
副作用，抗生物質，化学物質と脳の関係，科学捜査，原子爆弾

2007年度： 有機EL，超伝導，バッテリー，DNA鑑定，医薬品タミフル，医薬
品飲料，地球温暖化，スモッグ，ダイオキシン

2006年度： 接着剤 ，ガン（PET） ，老化 ，花火 ，炭素の同素体 ，農薬 ，健
康ブーム， ゲルマニウム ，日焼け止め ，水質 ，旭川 ，温泉 ，コ
エンザイムQ10 ，天然ガス

2005年度： オゾン層の破壊，酸性雨，環境ホルモン，食品添加物，マイナス

イオン，化学兵器，入浴剤，燃焼の基礎知識，超臨界流体

2004年度： シックハウス症候群，花粉症，ダイオキシン，電磁波の人体への

影響，地球温暖化，メタンハイドレート，遺伝子組み換え食品，解
熱鎮痛剤，アルツハイマー，麻薬，血液型



触媒でありたい！

活性化エネルギーが高すぎて
安定な状態が実現しないこと
がある．

触媒は活性化エネルギーを変
化させることで安定な状態へ
の変化を実現させる．

始状態

終状態



学生がたのしみながら成長

教職員もたのしみながら教育

岡山理科大学を
もっとたのしい大学に！
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