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入学式で巨大空気砲

科ボセン
へ ようこそ！
つづきは
YouTube で！

科学ボランティアセンター センター長
高原 周一
このたび、これまで発行してきた「科ボセ
ンだより」を「科ぼせんNews Letter」
と名称変更し、リニューアルすることにし
ました。これは、「科ボセンだより」の担
当であった武田芳紀コーディネーターが
昨年度いっぱいで退職され、新任の岡
崎則武コーディネーターが引き継ぐこと
になったので、それを契機に再出発を
図ろうという趣旨です。
「科ボセンだより」は武田芳紀コーディネ
ーターの発案で2011年4月に創刊さ

2022 年４月３日（日）
ジップアリーナで
入学式が挙行されました。
科ボラは，会場の両サイドから
巨大空気砲で盛大にお祝いしました！

れ、年に３～４回のペースで発行され
てきました。これまで、主に科学ボランテ
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ゆか

を発信する貴重な媒体でした。「科ぼ
せんNews Letter」では、そういった路

社会で活躍する OB/OG 紹介

線を基本的には継承しながら、学生が

ヒメ

考案した教材を紹介するなどの新たな
企画も立ち上げていければと思っていま
す。ご期待ください。

教職オリエンテーションで説明する
高原センター長

新コーディネータ―紹介
ノリセン
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::: 学生スタッフ会メンバー紹介 :::

「もっと多くの人と関わりながら成長

ひとつは、ゆっくりでも自分らしく進

したい！」という思いで学生スタッフ

むこと。もうひとつは、何でも周りの

会に入りました。当初は、右も左も

人に相談し、頼る。教えてもらったこ

分からず「何からやればいいのか、入

とをどう次に繋げ、ものにしていくかを

った意味は何か」と周りの人を見て

考えることです。

は、自分に問いただす日々でした。

当たり前だと思っていたからこそ、も
そんな私を変えたのは、あるイベント

っとこの2つを追求すれば、子どもた

で、最初に責任者をやった時でし

ちの笑顔に繋がるとともに、スタッフ

た。「もっと広い視野で見てみ、指示

全体の団結力も上がるということが

を出すのは自分しかおらんで。聞き

わかりました。

上手になるのも一つやけど、どんどん

ゆ

周りに頼りな。」と言う先輩の言葉

か

でした。

そんな自分ももう3回生。時が経
つのは本当に早いです。

理学部 生物化学科 3 回生
（徳島県出身）

その言葉は今までの考え方を大きく
変え、活動していく中で、2つのこと

この先も、周りの人に感謝して、前
へ前へチャレンジする人でありたいで
す。

が大事だと教えてくれました。

新入生の皆さん、私たちと一緒
に、科学の楽しさを伝え、さらなる
成長へと繋げませんか？
学生スタッフ会一同、心より、お待
［☚写真は４月４日の新入生勧誘］

糸山

岡崎

春日

ちしています！！

三木

2022 科学ボランティアセンター
コーディネーター紹介

どうぞよろしくお願いします！気軽に声をかけてくださいね！！
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::: 学生スタッフ会 OB/OG 紹介 :::

＊＊ 科ボラの思い出 ＊＊

＊＊ 後輩へのメッセージ ＊＊

たくさんあります！ボランティア当日に

皆さんはどんな思いから科ボラに触

スタッフやお客さんと楽しんだことも思

れましたか，もしくは触れようとして

い出ですが，そこに至るまでの準備の

いますか。「単位のため」「将来のた

過程で，毎日ボラセンの鍵が閉まる

め」「楽しそう」「なんとなく」など色々

ギリギリまでみんなで作業をしていた

あると思います。その思いから触れ

日々なども楽しい思い出です。ショー

たこの活動はきっと今後の皆さんの

で派手な失敗をした思い出もありま

糧になります。私は「楽しそう」から

す(笑)

科ボラに触れ，次第に目の前にあ
る科ボラに没頭していくようになりま
した。それが職に結びついたのは偶

ヒ

然の賜物です。

メ

また，科ボラが課外活動として，
そして講義としてここまで充実してい

理学部 応用物理学科 物理科学専攻
理学研究科 応用物理学専攻
（2020 年度卒業）
科ボラ在籍

2015~2017 年

＊＊ 近況・仕事内容 ＊＊
早いもので社会人2年目になりました。今は東
京都内に住んでいて，理化学機器メーカーの
技術職として働いています。小学校～大学の
理科の実験で使用する実験機器の開発が主
な仕事です。他にも製品の技術的なサポート
の対応，製品紹介用のYouTube動画の撮
影のサポートなどをしています。不慣れなことも
多くまだまだ四苦八苦していますが，楽しく仕
事させていただいています。

＊＊ 今役に立っていること ＊＊

るのは岡山理科大の大きな特徴で

科ボラで様々な実験や工作などを経

す。この大学だからこそできる活動

験した分，何を使ったらどんな実験が

に，少しでも触れてもらえたら嬉し

できるかという引き出しが増えました。

いです。このご時世なのでなかなか

仕事柄，学校での実験の経験を活

思うようにボランティアができないこと

かす場面がよくあります（製品の検

もあると思いますが，機会があれば

証など）。私が通っていた中高は実

ぜひ参加してみてください。これから

験の授業がほぼなかったので，その

の皆さんの科学ボランティア活動

部分の穴を科ボラに埋めてもらえ，

を，SNSやHPなどで見守っていま

今はその経験に助けられています。

す！

また，知識面では仮説実験授業で
の学びが多く活かされています。正
直，業務の中で「大学の講義で学
んだな」と思うよりも「仮説実験授業
で学んだな」と思うことの方が多いかも
しれません。特に電磁気の分野は似
たような実験をする機会も多く，
日々助けられています。さらに，工作
の経験は設計時のアイデアに繋がる
こともあります。科ボラ様様ですね(笑)
［写真は学生時代☛］
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::: 新コーディネーター紹介 :::
教育の未来を泳ぐ人

三木先生や前任の森田先生たちと

☛例えば，

「わくわく仮説実験教室」を30年ぐ

・人はどうする（される）とうれしい

らいやっていて，科ボラとも長い付き
合いがあります！

か？
・困りごとはゲーム化して楽しくでき
ないか？（ゲーミフィケーションという）

高校では授業や部活で，

などと4時（朝の!）から考えていま

・問題解決，アクティブラーニング

す。

・デザイン，写真，プレゼン

ノリセン

・ドローン，動画編集，VR

☛科ボラでやってみたいのは

なんかをやってました。

・実験をショーアップして，歌ったり

カボセン・ノリセン・なんもセン

趣味：旅,バイク,ソロキャン,読書,映画
特技：人と違うことを思いつくこと
未来予想，戦略家
音楽：藤井風，ヒゲダン，Ado，sinfonia

踊ったりお芝居をしたり
好奇心旺盛で，なんでもやってみ
よう！どこでも行ってみよう！という

・戦略思考,仮説思考を活かす方
法を考えてみたり

したいです。

青春病にかかってます。
これまで世界になかった景色を創り

みなさん，はじめまして！
この３月まで高校で情報・電気を教えていま
した。高校では「ノリせんせい」と呼ばれていま
した。科学ショーでは「オッケー👌」と名乗って
います。

コーディネーターの中では，理科の

出したい。と，5時から空想してい

専門家である春日先生，三木先

ます。

生，サイエンスインストラクターの糸
山先生とはちょっと違って，「はみだ

そして6時からランニングです。

し派」「むしろそのほか」な人です。
夜は９時に寝ます。…トシなんで。

Here‘re My Tubes 興味があるのを視聴してね👇
①科学教室で藤井風で登場し
ざわめく

④教えないから学ぶ
反転ジグソー法で
楽しさ成績爆上がり

サイピアでの親子孫
講座。5000 再生
②カンボジア移動理科実験教室
海外渡航 OK になったら
行きたいね。

⑤問題解決の授業
「バンドやろうぜ！」
科ボラの講座でも
やるよ

コメに参加記もあるよ
③モロッコでバンジーチャイム
言葉を越え一瞬で
仲良くなれる

⑥「先生はなぜ先生になったん
ですか」という質問にこたえて
泣けるエッセイ

魔法の楽器
See You Next Letter!

