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岡山理科大学  科学ボランティアセンター

「科学ボランティアリーダー」とは？
地域の子ども向けの科学・工作教室や科学イベントに参画・協力する活動など、科学・工学教育の
振興につながるボランティア活動 “科学ボランティア活動”を講師等として牽引する人材のことです。

「質の高い大学教育推進プログラム（教育GP）」とは？
大学等から申請された教育の質の向上につながる取組の中から、特に優れたもの
（Good Practice）を選定する文部科学省の事業です。本学の取組（取組名称「理科
大学発！科学ボランティアリーダー」）は平成20年度の教育GPに選定されています。
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科学ボランティアリーダー認定制度

科学ボランティアセンター代表
工学部  バイオ・応用化学科
教授  滝澤　昇

　「わ！ すごい、なぜ？ おもしろい ！」あがる驚嘆の声、真実を見ようというキラキラ輝く眼差し。

そこには子どもも大人もありません。そんな姿を見たい、科学を一緒に楽しみたい。そこに科学ボ

ランティア活動の原点があります。

　私たちの普段の生活の中にはたくさんの「科学」が応用されています。あまりも「普通」すぎ

て、その存在を認識することはほとんどありません。そんなに恩恵を授かっているにもかかわら

ず、「科学は難しい」、「理科は嫌い」という人がたくさんいます。その数は小学校高学年ぐらい

から増えてくるようです。でも本当は科学は楽しい、感動がいっぱいのものなのです。科学が嫌

いな人たちは、ただ科学の楽しさに出会っていないだけなのです。日本全国、いや世界中に科

学の楽しさを伝え広め、その結果として科学を社会の文化として根付かせる科学ボランティア活

動、それを推進するのが岡山理科大学が育てたい「科学ボランティアリーダー」です。この春、第

一期生の「科学ボランティアリーダー」5名が大学を巣立っていきます。彼らにはそれぞれの場で

今後も継続して活動されることを期待しています。

　岡山理科大学の「科学ボランティアリーダー養成プロジェクト」は平成２０年度に文部科学

省の教育GPに選定され、この３年間、プロジェクト参加学生数は毎年大きく増加していま

す。また、その活動は岡山を中心に定着し、地域社会から高い評価を受けています。さらに、

日本の各地の「科学ボランティア」との交流・連携を深めてきました。今年度で本事業に対す

る文部科学省からの補助は終了しますが、これまでの成果を基に岡山理科大学独自の取

組として本事業は継続されます。今後も引き続きこの「科学の楽しさを広め、文化としての科

学を根付かせる活動、またそれを推進する人材の育成」に対してご支援を頂けますようお願

いします。

　本取組では、科学・工作教室等で主体的に活動し、児童生徒および市民の科学技術リテラシー向上に積極的に貢献する
人材＝「科学ボランティアリーダー」を養成します。その活動を通して、学生に「学士力」（専門知識・コミュニケーション力・問題
解決力・社会貢献意欲など）を能動的に獲得
させます。これらの目的を達成するため、「科学
ボランティアセンター」を設置し、以下のような事
業を行っています。

（1） 地域との連携により、学生が参画できる科
学イベントなどの「地域の学びの場」を創出する。

（2） 正課の「科学ボランティアリーダー養成カリ
キュラム」により学生を指導するとともに、学生
の自主的な課外活動を支援する。

（3） 本学独自の「科学ボランティアリーダー資格
認定制度」により、学習成果の質を保証する。

小学校でのサイエンスショー

　科学ボランティアリーダー養成カリキュラムの講義群の中から、

必修科目5単位、選択科目3単位以上、計8単位以上を履修し、

最終試験（成果発表会での発表）に合格すれば、卒業時に「科

学ボランティアリーダー」に認定します。

科学ボランティアリーダー資格認定制度

 科学・工作ボランティア入門 2 1年 前期

 科学ボランティア実践指導Ⅰ 1 1年 後期

 科学ボランティア実践指導Ⅱ 1 2年 前・後期

 ボランティア活動（認定科目） 1 1年 －

科学ボランティアリーダー養成カリキュラム

必修科目（計5単位）

科　目　名
開 講
学 期

開 講
年 次

単 位
数

 プレゼンテーションⅠ 2 1年 前・後期

 福祉環境論 2 1年 前・後期

 ボランティア論 2 1年 後期

 生涯スポーツⅡ（ヨット） 1 1年 前期

 理科教育法Ⅳ 2 3年 後期

 博物館実習 3 3年 通年

 教育実習Ⅱ 3 4年 前期

選択科目（3単位以上）

科　目　名
開 講
学 期

開 講
年 次

単 位
数

◆ 科学・工作ボランティア入門

外部講師による講習 学内発表会

　科学ボランティア活動の意義を理解するとともに、

必要な知識を習得します。地域で科学・工作教室の

講師として活躍する方をお呼びして見本を見せても

らった後、チームを組んで学内で実験等の発表会を

行います。

◆ 科学ボランティア実践指導Ⅰ・Ⅱ

実践指導Ⅰのブース形式出展 実践指導Ⅱの科学教室

　チームを組んで地域で科学ボランティア活動（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）を2時間以上実施します。そのための教材開

発を含め、教員が手厚く事前・事後指導を行います。

◆ 最終試験（成果発表会）

　2年次もしくは3年次の後期に、これまでの活動の

成果を発表してもらい、リーダーとしての能力が獲得

されていることを総合的に判定します。

注：最終試験は単位認定されません。

◆ ボランティア活動

　30時間以上のボランティア活動を実践することで1単位を付与する認定科目です。ただし、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を要します。

成果発表会

必修科目の内容
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地域と連携した課外活動

公民館・科学遊びシアター科学の祭典への出典

　地域の学校、児童館、公民館、市民
団体などと連携し、学生が課外活動とし
て多様な科学イベント等に参画・協力しま
した。地域からの科学イベント実施依頼
は年間78件で、再度依頼されるケースも
あります。

実験サークルのっぱら、天文部、児童文化部などの学生サークルも地域で活躍しました。

児童会館での科学教室

児童文化部・ブーメラン実験サークルのっぱら・静電気実験 天文部・星座早見盤づくり

中学校ロボットサークルの指導小学校での科学教室

本学を会場とした科学イベントの開催

科学遊びシアター・スペシャル自然教室

　「わくわく科学の広場」（8月，166名）、「たのしい授業入門講座」（8月，
285名）、大学祭企画「科学博物園」(11月，494名)、「科学遊びシアタ
ー・スペシャル」（2月，180名）といった大型のイベントで学生が活躍しまし
た。また、「自然教室」を8回、「親子サイエンスクラブ」4回実施しました。

親子サイエンスクラブ

科学博物園　スタッフ集合写真　学生のスタッフは80名

学内協力団体（学生サークル）

受講生の声

取組の実績

必修科目の成果

　2010年度のリーダー認定必修科目の
授業アンケート（5段階自己評価）の結
果、「科学・工作ボランティア入門」の開
始時（4月）と比べ終了時（7月）の学士力
（特にコミュニケーション力）の自己評価
が大きく向上したこと、「科学ボランティア
実践指導Ⅰ・Ⅱ」終了時の自己評価も高い
ことがわかりました。また、ボランティア活動
への参加意欲、授業に対する積極性、
満足度などの項目についても、平均4点
以上の高得点でした。
　科学ボランティア実践指導Ⅱで学生が
講師を務めた科学教室等の参加者によ
る評価は平均4.7（5段階評価）と極めて
高く、学生の成長が実証されました。
　2010年度より必修科目で導入した科
学・技術に関する書籍の読書感想文課題により、学生の学ぶ意欲を引き出すことができました。

選択科目

自作ダンボール船への試乗

科学ボランティアセンター所有書籍

博物館実習・小学校での展示発表

　博物館学芸員養成課程の「博物館
実習」の一環として、小学校などに出向
いて展示発表を行いました。また、「生涯
スポーツⅡ（ヨット）」の受講生が船の科学
を学習した後、中学生と一緒にダンボー
ル船を作製しました。

読書感想文より
●物理は苦手ですが、楽しく学ぶことができました。ほかのシリーズも読みたいと思いました。（「コマの力学」，板倉聖宣・湯沢光男 著，仮説社）
●料理と科学の意外な関係が分かったので、これからは楽しみながら科学と関わっていきたいと思った。（「料理のわざを科学する」，Peter 
Barham 著，丸善出版）

科学・工作ボランティア入門
●外部講師の先生のように、分かりやすくておもしろい、そんな理科教員になりたいと思った。
●先生方から様々な指摘を受けて勉強になった。発表会でも新しい発見があって楽しかった。
●発表会までの準備に結構時間がかかったけど、実験が成功してよかった。苦労が報われた。

科学ボランティア実践指導Ⅰ
●子どもが「楽しかった！」と言って帰る姿を見て、やってよかったと思いました。
●原理の説明など最初はうまくいかなかったが、回数を重ねるごとに説明できるようになった。
●意外と親の興味が凄かったので、少し詳しく知識をつけたほうがいいと思った。

科学ボランティア実践指導Ⅱ
●初めての講師でしたが、他のスタッフの協力もあり、楽しく授業をすることができました。
●多くの自己課題が明らかになったが、小学校教諭を志す者として大きく成長できた。

ボランティア活動参加意欲
情報収集力
分析力
課題解決力
協調性
伝える力
発表する力

積極的に取組んだか
他の授業への波及
教員の熱意
満足度

3.8
3.3
3.1
3.6
3.7
2.8
2.9

4.1
4.1
3.9
4.1
4.3
3.8
4.0
4.2
3.7
4.4
4.3

4.0
3.9
3.9
4.0
4.3
3.6
4.0
4.0
3.5
4.6
4.2

設　　問 受講前 科ボ入門 実践指導Ⅰ
4.3
3.6
4.0
4.3
4.3
4.0
4.1
4.2
3.5
4.6
4.6

実践指導Ⅱ

2010年度　授業アンケート結果（5段階自己評価の平均点）
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力

点数により以下のように色分けしている。
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は年間78件で、再度依頼されるケースも
あります。

実験サークルのっぱら、天文部、児童文化部などの学生サークルも地域で活躍しました。

児童会館での科学教室
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科学実験で国際交流

　2010年度から英語による科学イベント
を実施しています。本学に来学した学生
等を対象としたイベント（2回）と海外研修
時に現地（アメリカ）でイベント（9回）を行
い、国際交流を進めるとともに、参加学
生の語学力の向上を図りました。

海外研修時の科学イベント来学した海外の学生との交流

全国的ネットワークの構築

　全国科学教育ボランティア研究大会
およびGPフォーラム開催（参加者はそれ
ぞれ約100名）、科学ボランティアに関係
する研修・交流会への学生・教職員の派
遣など、学生による科学ボランティア活動
の全国的ネットワークの構築を目指した取
組を行いました。 科学教育ボランティア研究大会での発表GPフォーラム・ブース出展

DVD・報告書

情報発信

　ホームページへの情報掲載、DVDお
よび報告書の作成・配布により情報発
信を行いました。また、初年次教育学会
で本取組の成果を報告しました。学内の
学生向けの科学ボランティア情報メール
配信サービス、学内展示コーナーの設置
も行いました。 科学ボランティアセンター　ホームページ

その他の取組

教材開発　学生・教員による教材開発を進め、教材集を作成しました。

授業改善　科学ボランティア教材を大学の授業に導入し（6件）、授業参観（2件）
により情報交換を行いました。また、外部講師を招いて実験教材の授
業への導入に関するFD講演会（参加者63名）も行いました。

点検・評価 学内の運営委員会（4回）および学外有識者も入った評価委員会（1
回）を開催し、取組内容の点検・評価・改善策の検討を行いました。

FD講演会

アメリカで科学イベントやってきました！
黒田 浩平 君（理学部基礎理学科2年）

　私は、大学の海外研修プログラムでアメリカのフィンドリー大学に行き、現地で計9回の科学イベントを行いました。出発前
に、英語の先生などに発表原稿を直してもらい発表練習をしましたが、本当にこれで大丈夫なのかと心配でした。現地で小
学生に対して行ったイベントでは、文法が間違っていたり、発音の悪い英語は聞き直され、伝えるのが難しかったこともありま
したが、子ども達は喜んでくれて嬉しかったです。このような経験は日本では決してすることのできないものだと思います。今
後たくさんの人が海外での科学イベントを経験してほしいと思います。

学生の参加状況

　2008年度後期に本取組が教育ＧＰに選定されたのを契機に、学生による科学ボランティア活動の規模は大幅に拡大していま
す。また、正課カリキュラム、学内講習会などにより、科学ボランティアリーダーの養成も着実に進んでいます。

GP取組期間（2008～2010年度）全体の総括

（１）正課カリキュラムについて
●科学ボランティアリーダー養成カリキュラムおよびリーダー認証制度の構築、教育目標等の作成、評価方法の確立を行った。
●学生の正課カリキュラムへの参加は確実に広がった。ただし、参加学生の所属学科に偏りがあるので学内宣伝を強める必要がある。
●参加学生の科学ボランティアリーダーとしての能力およびコミュニケーション力を中心とした学士力は着実にアップしている。
●参加学生の科学リテラシー向上・専門教育との関係付けについては改善の余地がある。

（２）学生の課外活動の支援・指導について
●科学ボランティアセンターを設置し、運営を軌道に乗せることができた。
●学生の課外活動への参加は確実に広がった。 
●科学ボランティアセンター学生スタッフ会が組織され、GP取組期間終了後のセンターの     
　運営により深く学生が参画する目処がついた。

（３）学外との連携および社会的ニーズへの対応について
●地域と連携して学生の学びの場を多数創出することができた。 
●本取組の一環として行った科学イベントへの評価は概ね高かった。

（４）科学教材の研究と大学教育改善への展開について
●学生による教材研究が進みだしたが、これをさらに促進する必要がある。
●科学ボランティア教材の大学の授業への導入について、規模は不十分ながら取組を
  開始することができた。

項　目 備考・解説

2008年度後期にＧＰ選定

 科学・工作ボランティア入門 修了者数 － 32 63 94 2008年度より新規開講。順調に規模拡大。

 科学ボランティア実践指導Ⅰ 修了者数 － － 35 44 2009年度より新規開講。

 科学ボランティア実践指導Ⅱ 修了者数 － － 8 25 2009年度は試行、2010年度より正式開講。

 科学ボランティアリーダー認定 認定者数 － － － 5 2010年度成果発表会は13名が修了。

 
学生主体の科学イベント実施

 件数 19 28 39 60

 
（科学教室・ブース出展など）

 延べ人数 212 218 403 684

  実人数 110 111 144 174

 
科学イベント補助

 件数 23 36 68 65

  延べ人数 165 174 324 286

 
学内講習会

 件数 － 18 59 62

  延べ人数 － 109 409 454

 
学外での研修

 件数 3 3 11 7

  延べ人数 3 7 25 55

 情報配信メール 登録人数 － － 47 144 2009年度に比べ約3倍に増加。

 科学ボランティアセンター訪問学生 延べ人数 － － 613 975 イベント準備、書類提出などで訪れた学生数。

学生が講師を行った科学教室やブース出展について集計。
人数はスタッフとして参加した学生数。2009年度に比べ件数・
人数とも大幅に増加。2010年度の科学教室講師経験者は
32名であった。

教職員や地域の方が行った科学教室等での学生の補助に
ついて集計。2010年度は「学生主体の科学イベント」が増加
したため微減。
主に科学ボランティアセンターのコーディネーター等による
講習会。平均週1回以上のペースで活発に開催され、学生の
成長を支えた。

学外での研修会、授業見学会などへの参加。2009年度に
比べ件数は減少したが人数は倍増。

注：上記のデータは2011年2月末に作成。2010年度データは予定数を含む。薄いピンクは微増（前年度比1.5倍未満）、
濃いピンクは大幅増（1.5倍以上）の項目を示す。

2007
年度

2008
年度

2009
年度

2010
年度

パソコンによるロボット制御に挑戦
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講習会。平均週1回以上のペースで活発に開催され、学生の
成長を支えた。

学外での研修会、授業見学会などへの参加。2009年度に
比べ件数は減少したが人数は倍増。

注：上記のデータは2011年2月末に作成。2010年度データは予定数を含む。薄いピンクは微増（前年度比1.5倍未満）、
濃いピンクは大幅増（1.5倍以上）の項目を示す。

2007
年度

2008
年度

2009
年度

2010
年度

パソコンによるロボット制御に挑戦
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自分を変えた科学ボランティア活動
杉山 都飛 君（理学部基礎理学科3年）
科学ボランティアセンター学生スタッフ会代表

 実は、私が科学ボランティア活動を始めた動

機は、単位を取るためでした。しかし、実験補助

やコーディネーターの先生の体験講座に参加

することで徐々に科学ボランティア活動に魅力

を感じるようになりました。2年生になると、実験

の中心になったり講師を務めるようになり、より

楽しくなりました。今では、参加者の子ども達が

自分の名前を覚えてくれるようになりました。会場で、子どもに「この前は

ありがとうございました。」と言われた時はとても嬉しかったです。私は教

員志望なので、これまでの経験、これからの経験を活かして、生徒と楽

しく過ごせる教員になりたいと思います。単位目的で始めた私でしたが、

今年からは学生スタッフ会代表という立場です。今までのように楽しみ

ながらも、より責任感をもって活動していきたいと思います。

学生の声

科学ボランティアセンター
　本学における科学ボランティアリーダーの養成および市民の科学技術に対する興
味・関心を高めることなどを目的として、2008年11月に設置されました。スタッフ
は、教員6名（兼任）とコーディネーター4名（元小・中・高教員）です。主な業務は以下
のとおり。
①科学ボランティアリーダー養成カリキュラムおよび資格認定制度の運営
②学生の課外活動の支援（講習会の実施、実験機器の貸出など）
③本学および地域での科学イベントの開催
④地域との連携強化・情報発信

学生スタッフ会
　科学ボランティアセンターの業務に参画し、学内外

の科学ボランティア活動を学生自身がコーディネート

することなどを目的として、2009年10月に結成さ

れました。科学イベントへの参画・出展、自主企画の講

習会の開催などを行ってきました。

科学イベントの実施・補助のご相談をお受けします。
　ご要望により、本学の学生および教職員が地域に出向いて科学・工作教室等を実施します。また、地域での科学イベントの補助も
行います。お申し込み・お問い合わせは上記のWebサイトもしくは下記までお願いします。

〒700-0005 岡山市北区理大町1-1　岡山理科大学　科学ボランティアセンター（16号館1階）
TEL/FAX 086-256-9570　E-mail: svc@office.ous.ac.jp　URL: http://ridai-svc.org

科学ボランティアセンター事務室

教員志望の人には絶対におすすめ！
松浦 仁美 さん（理学部応用数学科4年）
小学校教諭二種免許取得支援プログラム履修生

　私が科学ボランティア活動を始めたのは、子

どもと触れ合う機会を増やしたいという理由か

らでした。しかし、私はこの活動により、単に子

どもと触れ合うだけでなく、子どもたちへの接し

方や下準備の大切さなど色々なことを学びまし

た。特に勉強になったのが、コーディネーターの

先生に教わった科学教室の進め方（実験を

行う前に児童に質問し、考えさせる時間を設けるなど）です。教育では

『児童自らが考え、行動を起こし、問題を解決して行くこと』が最も重要

だと思いますが、これを実現できる進め方だと感じました。また、算数・数

学の教育に実験を取り入れると面白く、分かりやすいということも学び

ました。私は小学校の教員になりたいと思っており、教育現場に出たら

すぐに役立つことをたくさん学ぶことができました。

ミーティングルームでの打合せ自主企画の数学教材講習会


