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変わる「おもしろ実験」
科学ボランティアセンター
コーディネーター 春日 二郎

科ボラ 年間最大級行事

ウカン・ザ・
フェスティバル

6 月 12 日（日）、岡山県の北部に
ある有漢町で開催された「ウカン・ザ・フェ
スティバル」に参加しました。科ボラが外部
「入門」の授業は、基本的な器具等の

の 1 日の科学イベントを完全に仕切る大

操作も知らない 1 年生の自由な発想

きな行事で、スタッフ会のメンバー21 人が

が、指導者側にも大きな刺激となる授業

バスに乗って参加しました。

です。特に、2020 年のオンライン発表・動

午前中は広大な緑の広場で、空気

画作成では、学生の潜在能力の大きさに

砲、ペットボトルロケット、自動噴水、水と

驚かされました。

炭酸で大実験、各種工作などを思い切り

今年度春期、科ボラ入門の授業は 3

楽しんでもらいました。

年ぶりに完全対面で行われています。ネッ

昼食には地元の方が作ってくれたカレー

トの情報も新しくなり、百均で手に入るも

ライスをおなか一杯食べて、午後からは３

のも利用しやすくなり、特に化学系では新

つの科学教室を行いました。参加者の笑

しい内容への挑戦が際立っています。科

顔に満ち足りた気分で帰途につきました。

ボラの活動への導入も期待できます。
物理系、工作系は、まだまだ工夫の余
地が残されています。そこを追求できる場
として、昨年度から始まった「科学ボランテ
ィア教材研究」があります。秋期開設の授
業です。昨年度は、物理・数学を専攻す
る学生たちの発想も生かされました。
今まで知っている実験であっても、効果
的に演示できるものをじっくり作成すること
ができます。巷にあふれる「おもしろ実験」
も、「入門」後の教材研究や実践の授業
で変えていきましょう。

天気も良く、最高の一日でした！！
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::: 「科学ボランティア入門」発表会 結果発表！ :::
7 月 16 日（土）、「科学ボランティア入門」受講者約 140 人（27 グループ）による科学ショーの発表会が開催されました。
あっと驚く実験を披露した班、研究を重ねてコーディネーターを驚かせた班、楽しいノリで聴衆を惹きつけた班・・・いろいろありました
が、どの班もたいへん見ごたえのある素晴らしい発表でした！ここでは、教員・学生の総合点上位 7 班を紹介します！
班別全コメントは
こちら(ous アカで)

月曜６班
水！火！力!!!～水蒸気の持つすごい力～

２

月曜１１班
メントスガイザー事件

月曜２班
サイフォンゲットだぜ！

評価コメントより：”テンション高く、楽しんで発表をしているのがわかる。独
自でオマージュして実験をしているのが凄い。身近なポニョと絡めて紹介し
ていたので興味をそそられた！”

つすごい力～
火曜９班
カラフル水中シャボン玉

総合
１ 位

“事件をニュースで報道するという形のストー
リー性があって、面白かった。また、泡の見せ
た方がよかった。”

火曜３班
真夏の水槽に潜む謎

“話している方が面白かったです!教訓茶碗
を初めて見て、原理を知ることができて興味
深く感じました。動画も自分たちで準備して
いて良かったと思います!”

火曜１２班
インスタアプリの画面

”皆さんが元気いっぱいであり、すごく賑やかで見ていて楽しかったです。他
にはショーの中で体験する機会があるのは良いことだと思いました。グルー
プのみんな全員に役割があり、良い班だと思いました。”

“芝居がとても良かったです。実験の見せ方
も良かったので、ずっと物語を楽しめました。
追加の実験もよく考えてあって、参加者から
思わず拍手がありましたね。”

集中４班
目で見る酸化還元反応

”動画を用いた原理説明も非常に丁寧で、動画も細かいところまで編集
されて驚きました。効果的に説明することができていたと思います。水酸化
ナトリウムを使用する実験のため保護メガネと手袋を用意していて、参加
者の安全面にも配慮できていると感じました。”

“参加者がパソコンを使って少し体験できる
のがとてもよいと思った。実験解説書で掲載
されてあるバーコードから作ったものをみれる
のが凝っていてよかった。”
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::: 学生スタッフ会 OB/OG 紹介 :::

＊＊ 科ボラの思い出 ＊＊
思い出として強烈なのは2つあります。

例えば、人の注目を集める事。私は
特に飛び込み営業なので、不信感から

1つはマグデブルグの半球（ボウルを２

マイナスイメージで始まる事が多いです。

つ合わせて球状にし、中を真空にする

しかし、子供達に話をする時と同様、抑

と引っ張っても離れない）で、子供達

揚のある話し方や、相手の人にも関係

が綱引きで空気の力と頑張って戦うと言

がある話題で事例を聞き出す事で、自

う構図が好きでしたし、子供達も「絶対

分に関係のある話だと思ってくれます。

開けてやる！」と奮って参加してくれたの

「ここまで営業に話したのは君だけだよ」

が嬉しかったです。

などと言われると、大変勝ち誇った気持ち

［写真は学生時代👇］

になります。 （笑）

＊＊ 後輩へのメッセージ ＊＊
無形営業(サービスなど形のない物の

いずみん

営業)はかなり文系が多い職種で、自分
が持っている知識が大変偏っている事実

会社勤務

岡山理科大学

理学部

に驚き大変面白味を感じています。以
前、学校経営の授業で聞いた、「君たち

動物学科

はかなり専門的な人たちの中でも社会

(2018 年卒業)

的な人」という言葉の意味が、社会人に
科ボラ在籍

2014-2018 年

＊＊ 近況・仕事内容 ＊＊

↑ 肩からぶら下げているのが「マグデブル
グの半球」

2つ目は朝日塾小学校の実験教室で

卒業後、人材派遣会社に入社して、求

す。当時のリーダー(あぼやん)とタッグを組

職者と求人を出す会社の橋渡しを行ってお

んで森田先生の指導の下、はしゃぎには

りましたが、自身の営業力や仕事の回し方

しゃぎ、児童たち全員から高評価をもらっ

に疑問を持ち、より「良い大人」になるため

たのは大変承認欲求を刺激されました。

漠然とした目標を胸に現在の会社に入社し
ました。

なるとよく分かりました。(何せヌートリアと
いう動物さえよく理解されない....泣く...)
結論として、専門的な知識を持つとい
う事は、社会人としての希少性を持つと
いう事です。就活について考えてる人・
考えてない人色々だと思いますが、自分
の希少性は自分でしかあげられません。
科ボラのような活動をした人なんて正

＊＊ 今役に立っていること ＊＊

直、社会人生活４年の中で一度も出

この 4 年で、販売員・ベンチャー企業の営

正直、今営業として科学の知識が営

会ってません。自分を量産型社会人に

業・大企業の営業と経験しておりますが、自

業実績に活きる事は多くはありません。し

するか、SSR（スペシャル・スーパー・レ

かし、あの時得意だった事はすぐに社会に

ア）社会人にするかじっくり決められる

出てからも長所として活かせています。

素敵な時期です。今後もしっかり面白お

分の未熟さと向き合いながら社会の責任を
果たそうと楽しんでおります。

かしく楽しんで人生を進んでください。
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::: 学生スタッフ会メンバー紹介 :::

科ボラに入ってから、子どもから大人まで
幅広い年齢の人を前にし、ブース発表、
動画作成など初めてのことだらけ。自分の

科ボラは、私にとって苦手の克服 ・
好きの探求と発見の場所でした。
様々な形で好きなことを活動に反映さ

思うようにいかないことだらけでした。 その

せているメンバーは活き活きしていて、私

たび反省し、 メンバー 一丸となって 何

もその姿に触発されます。（余談です

度も改良を重ねました。私の自信は、そ

が、私は工作ブースをするのが好きです。

れらによりつかんだ成功、その達成感に

次は天気をテーマにした科学ショーに挑

よるものが大きいでしょう。

戦します！楽しみです。）

みんなと意見を出し合うことで、幅広い
視野、ショーやブースの練習で身に付く
プレゼン力、それらを駆使して１つのもの

カレン

を完成させたことは、私にとって貴重な経
験と言えます。

理学部応用物理学科 3 年生
（滋賀県出身）

皆さんの大学生活は長くて自由な時
間です。その間に何かに１歩踏み出し
チャレンジしてほしいです。 きっとそこで
の経験が自分の武器、新たな一面に
気づくきっかけになりますよ。

科ボセンニュース
科ボセンスタッフ会は、現在およそ
3 年生 15 人

初めまして！科学ボランティアセンタースタ

2 年生 7 人

ッフ会、 理学部応用物理学科 3 回生の

1 年生 20 人

岡田夏蓮です。
科ボラでの経験、皆さんへのメッセージを
書いたのでぜひ読んでください。
さて、 私が科ボラに入ったのは 1 回生
の夏で、まさに２年前の今頃でした。
当時の私は自分に自信がなく、人前で
話すのが苦手で、ましてやボランティア活動
をするなんて自分でも思ってもみませんでし
た (笑) 。
そんな私ですが、 大学に入って初めて教
員という仕事に興味が湧き、それにあたって

で活動しています。夏休みも外部からた
くさんのイベント開催／補助申し込みが
あり、断らざるをえないものもあるくら
い人気があるんです！
さて、科ボラではこの夏に２つの新しい
プロジェクトがスタートします。
１つは、科ボラ出身の現役教師と学生
をつなぐ「たのセン」サークル。
もう１つは、3 年生後半で科ボラを卒
業したあとに入る OBOG 会。科ボラの
活動に熱心に取り組んだ学生は、社会
人としても非常に優秀です。（キッパリ!）
これらのネットワークは、もしかすると
一生の財産になるかもしれませんね。ま
た、「たまには昔を思い出して科学ショ

自信や話す力を身に着けたい、 「自分を

ーをやってみたい！」と思う OBOG も

変えたい！」 と思い科ボラに入りました。

いるみたいです。そんな思いにも応えら
れたらいいな、と思っています！（ノリセン）

