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「科ボラリーダーの資格」を取ろう !!
科学ボランティアセンター
コーディネーター 糸山 嘉彦

ひ自分たちの納得いく発表に仕上げてくだ
さい。

ポンポン船やメッキやプログラミングは新しかった）

面白い実験はそんなに数がないのでしょ

また、秋２期では《科学ボランティア教
材研究》が始まります。科学ボランティア
活動用の教材を調査し、その教材の魅
力を分析することで、既存教材の改良や

うか？
いや、実は、たくさんあるんです、知られ
ていない面白い実験って。
それが出てこないのは、みんな同じよう

独自教材の開発を行う魅力的な講座で

に探している＝スマホで同じキーワードで

す。

検索しているからです。

皆さんぜひこれらの講義を通じて「科学
ボランティアリーダー」の資格認定を目指

では、どうやって見つけたらいいのでしょう
か？

してください。そのことは科学技術全般の

私がお勧めする方法は、本です。科ボ

知識向上と科学ボランティア活動のスキル

ラにも、大学図書館にも、実験ネタの本が

って試験も終わると、夏休み中の子どもた

向上だけでなく、社会貢献の意識を高

たくさんあります。ネット、YouTube にはな

ちに向けて地域の公民館や児童館、子ど

め、社会人としての汎用的なスキル向上

い実験がワンサカあります。

も会などから「科学教室」や「科学工作あ

につながります。

科学ボランティアセンターには 8 月に入

（おわり）

で、豆電球から音が出るという実験を紹

そび」などの依頼がたくさん入っていました。
多くはスタッフ会の学生を中心に行われま
したが、正課科目《科学ボランティア実践
指導２》としても、２年生の履修学生が

私は「入門」の実験デモンストレーション

工作・実験ネタの
見つけ方（ちょっとナイショ）

介しましたが、あのネタは 1988 年に出版
された『いきいき物理わくわく実験』という
本に載っていたものです。

教室形式のこれらイベントの講師として、

「科学ショーをやるんなら、これまでみん

その企画、準備、運営の方法を実践的に

なが知らないことをやりたい」「見たことのな

ったり、「どうせ古い本だろ」と見向きもされ

学びました。

いもので驚かせたい」、そんなふうに思う人

ていないのかもしれません。

秋１期は《科学ボランティア実践指導

も多いはず。

古い本なので、今は本屋には売ってなか

しかし、実験ネタなんて、別に新しいのが

しかし、「科学ボランティア入門」の発表

いいというわけではないはずです。いやむし

画準備した内容を、大学祭に合わせて行

テーマでもわかるように、同じ内容のものが

ろ、古いとかいう理由で他の人が目につ

われる「科学博物園」で来校した外部の

いくつもかぶっていました。私（ノリセン）

けないところにこそ、宝はあります。

方に発表することが最終目標でもありま

は今年科ボラに来たばかりですが、以前か

す。子どもから大人の多様な人たちに向け

らおられるコーディネーターの先生に聞くと、

ひとり」で終わってしまいます。

て実験や発表をするということは、《科学・

「ほとんど全部知っている実験ばかりだっ

視点をちょっと変えるだけ。

工作ボランティア入門》での発表とはまた

た」とおっしゃっていました。（もっとも、粉塵爆

違った楽しさや緊張があると思います。ぜ

発の実験の仕方とか、ストーリー仕立てなど見せ方、

１》が始まります。この講義は班ごとに企

人と同じことをしていたら、「大勢の中の

チャンスはけっこう簡単に転がってます。
（コーディネーター:ノリセン）
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科ボラ の なつやすみ（一部を紹介します！）
7 月サイピア （7/17）

【わくわく仮説実験教室】
「水が出るとき出ないとき」「自由電子が見えたなら③」
【サイピア理大の日】
「めざせ！落ちマスター！」「ドライアイスについて」 「かざぐるまを作
って遊ぼう！」「葉脈標本を作ろう！」
◎暑い日だったにも関わらず、多くの方にご来場いただきました。
ショーを見て、また、工作の題材を「これは面白い！夏休みの宿題
にも使おうね！！」「いつも楽しみに来ています！毎回違うネタで
新鮮です！」「家族団らんの際の話題です！」と言う声を聞き、嬉
しく思いました。これからも、科学の魅力を発信し続けるチームであ
りたいと改めて感じ、思いを共有しました。

サイピアフェスティバル✖️理大の日スペシャル（8/11）

たのセンおかやま（7/23）理大

子どもゼミ（8/7）岡山表町

【ショー】「超低温の世界」「とばしてあそぼう」「いろいろお水の大変
身！？」「発電機であそぼう」 「天気をさぐろう」「地球と月」
【工作】 「いつもありがとんぼ」「フワッとコップ」
【室外】 「ドライアイスプラコップロケット」「自動噴水」「巨大ソーラ
ーバルーン」
◎非常に多くのお客様が、一日を通して来場下さいました。特に
「超低温の世界」や 「いつもありがとんぼ」は大盛況だったため、人
の動きをいかに効率よく回すかをテーマとして動きました。また室外
での「自動噴水」は、水の入ったペットボトルに筒を入れて、シュポ
シュポと動かし、水がピュ！っと出てくるのを楽しむもので、小さなお
子さんから大人までが全力で挑戦してくれました。
スタッフとずぶ濡れになり遊ぶ子が大勢いて、真夏の空の下に笑顔
がはじけていました！

びんごキッズラボ（8/9）福山

エコサマースクール（8/19）倉敷

夏休み子ども科学実験教室（8/18）児島 児童館科学遊び（8/21）岡山北ふれあい
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::: 学生スタッフ会 OB/OG 紹介 :::

1つ目は、「水の大切さ」などを伝える水

来ました。現在の仕事は有機化学で薬

道局のイベントです。このイベントは、夏に

を合成する仕事ですが、あまりにも専門

は複数日開催し、他にもクリスマスイベン

分野すぎて、同業者でも伝わらないこと

トを行ったりします。水を使って簡単な実

があります。その時に、科ボラ時代で身に

験を行ったり、ペットボトル噴水で子どもた

つけた、“理由を考え、説明する”という

ちと遊んでびしょ濡れになったりと、非常に

能力を発揮してプレゼンなど行なっていま

面白かったです。

す。

2つ目は、人と科学の未来館サイピア
で開催したわくわく科学フェスです。このイ

ゆーすけ
住友ファーマ株式会社

勤務

（2022 年 4 月より大日本住友製薬株式会社から改名）

岡山理科大学

理学部

化学科

(2016 年卒業)

＊＊ 後輩へのメッセージ ＊＊
科ボラは様々なイベントを通じて、主

ベントにおいて恐らく科ボラ初？大人向

催者とやり取りを行う機会が非常に多

け科学教室を開いたことです。この教室

く、言葉遣い・電話やメールマナー・ニー

を開催しようと思った理由は、折角なら子

ズに応える努力など、一般的社会常識

どもの付き添いで来た親御さんにも科学

を鍛えることのできる絶好な場です。折

の楽しさを味わって欲しいと思ったからで

角なので意識しながら活動をするといい

す。実際行ってみると反響は良く、親御さ

かもしれませんね。

んにも楽しんで帰ってもらえたので、挑戦
してよかったです。
＊＊ 今役に立っていること ＊＊

また、多少なりとも専門性を持って社
会に出ると、稀有な人材になり、自分の
価値が上がります。なんとなく大学に入

現在の仕事に役立っていることとして

った人も、既に目標を持っている人もいる

は、“理由を考え、説明する”ことです。

と思いますが、大学4年間で自分なりの

私は科学教室において、科学現象を必

専門性を身につけて、価値を高めること

＊＊ 近況・仕事内容 ＊＊

ず言葉で説明していました。確かに、科

のできる期間です。科ボラReturnsという

学部卒業後、同大学大学院に進学

学現象は驚くようなことや、不思議なこと

グループラインも発足し、これまで以上に

し、2018 年に学位：修士を取得しまし

があり、見ただけですごいと思うことが沢山

現役生とOB・OGとのコミュニケーション

た。その後、大阪大学大学院理学研究科

あります。しかし、現象が起こるからには

が取りやすくなっています。わからないこと

化学専攻に進学しました。2021 年に学

必ず理由が存在し、その理由を考えて

があれば聞いてみるのもアリかも。今後

位：博士を取得し、住友ファーマ株式会社

明らかにすることが科学の面白さだと思

も今しか過ごせない時間を大切にして、

に入社しました。現在入社 2 年目で、リサ

います。子どもたちにも、その面白さを少し

自分を磨いていってください。

ーチディビジョン化学研究ユニットに所属し、

でも分かち合えたらと思い、常に一緒に

未だ有効な治療方法がない疾患を抱えた

考えて説明することを行なってきました。そ

患者のために、また、人々の健康で豊かな

の中で注意していたことは、小学生でもわ

生活のために、日々新薬研究に取り組んで

かりやすく、さらには小学生でも説明でき

います。

るように言葉を噛み砕いて説明することで

科ボラ在籍

2012-2016 年

す。正直最初は上手くできませんでした。
＊＊ 科ボラの思い出 ＊＊
様々なイベントで科学教室を行なってきた
中で、2つ思い出があります。

噛み砕いて話せば、ダラダラと回りくどくな
ってしまったりと….それでも、向上心を持
って取り組んだ結果、身につけることが出

［写真は学生時代👇］
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::: 学生スタッフ会メンバー紹介 :::

私はそんな科学ボランティアで、「マジシ
ャンのように科学を魅せる」そう心がけて
います。というのも、私たちは科学というコ

私は、9/12〜9/19 までモンゴル

ミュニケーションツールを使う上で、何かと

のウランバートル市へ渡航しまし

教えたがる傾向にあります。もちろん私も

た。渡航を通して様々な経験や思

科学を教えたい立場でありますが、見てく

い出を作ることができました。特

れている人たちは原理を知りたいわけで

に私の印象に残っていることは、

も、学びたいわけでもない人も多いです。

モンゴル人の温かさと優しさ で
す。私は様々な大学や学校の授業

それより観客は"楽しさ"を求めて見に来

を見学したり、実際に科学ショー

てくれます。だから、ぼくたちは科学を楽し

を行ったりしました。学校の廊下

く魅せないといけないのです。原理説明を

ですれ違う時に、母国語や日本語

行うのは、お客さんが興味を持ってくれて

を使って「こんにちは」とお辞儀

からでしょう。

ひゃ

モンゴルでの科学ショー

をしながら挨拶してくれました。

私はこれからも科学でいろんな人を笑
顔にして行くつもりです。そのために、大学
院を目指していますし、科学館に勤める

理学部応用物理学科 3 年生
（福井県出身）

ことやサイエンスショーを開くことが今のぼく

中学校で授業を行ったときも生

の夢です。様々な土地に足を運んで、

徒が積極的に考えや意見を発表し

様々な講演だってしてみたいですね。

ていました。時間が間に合わなく

みなさんこんにちは、科学ボランティアセン

工作が完成して終われなかった生

ター学生スタッフ会に所属しているひゃです。

徒もいたため、失敗したと反省し

ﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁ

自分自身の力で何かを魅せて笑顔に

ていましたが、授業を受けた生徒
1 人 1 人からの感想の手紙に「分

する、そんな生き甲斐があるからぼくは

からない自分に最後まで教えてく

今もいきいきできています。誰がこの文

れてありがとうございます。完成

章を読むかわかりませんが、ぜひそんなぼく

させることができました」と書い

私のモットーです。より詳しく言えば、ぼくは

のサイエンスショーをみて笑顔になってくだ

てくれているのを読んで、「授業

人生を好きなこと•好きなもので満たしたいと

さい。もしくは、自分自身の生き甲斐を探

いう思想のもと動いて、日々活動していま

してみてください。

さんのおかげでイベントを成功さ

す。

［サイピアでのショー👇］

せることができました。この経験

「好きなことでみんなに笑顔の伝導を。」

をしてよかった」と思うことが出
来ました。モンゴルの優しい生徒

を今後に活かしていきたいです。
科学ボランティアでの好きなことは、「科学
の面白さ」と「笑顔を見る」、つまりは、ぼくの
科学でみんなの笑顔や関心を産み出せるこ
とにつきます。

(理学部応用数学科３年生ひーちゃん）

