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リフレッシュ理科教室は，理科好きの子供を増やすために，小中学校などの先生

にまず理科に親しんでもらうとともに，児童にも工作の楽しさを体験させる事業と

して推進されている．  

東海支部のリフレッシュ理科教室は，今年で 11 年目を迎え，例年どおり開催され

た浜松，岐阜，山梨，名古屋，三重，松阪の各会場に加え，出張理科教室戸倉会場

および五加会場（いずれも長野県千曲市）の合計 8 会場で開催された．最後の 2 会

場は応用物理学会として初めて実施した複数の支部（東海支部と北陸・信越支部）

による連携リフレッシュ理科教室である．また，親のための理科教室も 3 回目を迎

え，三重会場で並行して行われた．  

今年は『ドリームスペースミッション 2008』をメインテーマとして行われた．こ

のテーマは，科学に対して子供たちに夢やロマンをもってもらおうというもので，

テーマを宇宙に設定した．  

１.リフレッシュ理科教室（浜松会場） 

第１１回リフレッシュ理科教室 (浜松会場 )を，本年も浜松科学館にて開催した．東

海支部によるリフレッシュ理科教室が浜松会場でも開催されるようになってから今

年で８回目となり，現在では完全に定着している．それゆえ，このリフレッシュ理

科教室は浜松科学館の年間行事の一つとして浜松文化振興財団を通じて予算化さ

れ，毎年，東海支部，浜松科学館，浜松市教育委員会の共催として実施されている． 

今年は 2008 年 5 月 30 日（金）に小中学校の先生を対象として，翌 31 日（土）に
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は小中学校の生徒を対象として例年どおり２日間にわたって開催された．  

今年のメインテーマの下，宇宙に関する３種類の実験工作と二つの展示実験を実

施した．実験工作は，  

・宇宙まで飛ばせ！ドリームシャトル（三重大学・佐藤英樹准教授，三宅秀人准教

授）  

・周回軌道を取れ！電磁力スペースシャトル（名古屋大学・山口雅史准教授）  

・光の宇宙へワープ！スペース・フラッシュ（中部大学・岡島茂樹教授）  

である．ドリームシャトルはスーパーボールの反発力を利用したロケット，電磁力

スペースシャトルは磁石と銅線を使ったいわゆる単極モーター，そしてスペースフ

ラッシュは LED と鏡・偏光板を利用した光の万華鏡である．これらはすべて東海支

部オリジナルの実験工作である．また展示実験では，  

・目に見えない光─赤外線─（静岡大学・立岡浩一教授）  

・身の回りのミクロな世界をのぞいてみよう（名古屋大学・高井吉明教授）  

の演示を行った． CCD を使って赤外線を可視化したり，身近なものを電子顕微鏡

で観察するなど，『見えないものを見る』をテーマとした．  

浜松会場では，浜松科学館，浜松市教育委員会ならびに小中学校の協力を得て，

先生用の理科教室を，理科担当教員研修会と位置づけて開催している．今回も科学

館並びに教育委員会のご尽力を賜り，５３名の参加者を迎えて開催された．  

研修会は午後から始まり，最初は１階ホールにて，浜松科学館館長ならびに現地

実行委員長の挨拶により開会された．その後，３種類の工作テーマと２種類の展示

工作について，各担当者から説明がなされた．それぞれの工作について，着想の発

端や工夫した点，工作のもつ科学的要素や生徒児童への指導方法の具体例などが紹

介された．引き続き，展示工作ブースを見学して，その場で体験してもらった．普

段何気なく利用している携帯電話のカメラやデジタルカメラを使うことにより，直

接目に見えない赤外線を見ることができると，驚いたり，感心される先生が多々見

られた．  

開会式終了後，早速工作実習を行った．先生方を三つのグループに分け，各グル

ープが，それぞれ『スーパーボールロケット』『単極モーター』『光の万華鏡』のう

ち１テーマの工作に取り組んだ．もともと小学３年生の生徒でも時間内に作製でき



応用物理（2009）WS-0004-3 
 

る工作を準備しているが，苦労している先生も見受けられた．先生方が手間取った

工作箇所については，研修会終了後すぐに改良を加え，翌日の生徒対象の理科教室

に備えた．また，時間の制約上，先生方に三つの工作テーマすべてを体験してもら

うことができないため，研修中に作製しないテーマについては工作材料を進呈し，

学校や自宅で体験できるようにしている．  

研修会の最後に，東海支部委員と先生方で討論を行い，リフレッシュ理科教室に

対する意見や要望をうかがった．これらの現場の方からの意見は，今後の理科教室

のあり方やテーマ設定について貴重な指針となる．  

小中学生のリフレッシュ理科教室への参加は，毎年新学期にあたる４月の終わり

から５月の中旬にかけて募集を行っている．三つの工作テーマを，それぞれ午前１

回，午後２回に分けて行い，各回の定員は６０名としている．しかし，毎年定員以

上の申し込みが殺到し，喜ばしいと同時に頭を悩ませている．  

申し込み時には第１希望と第２希望のテーマを記入していただいており，その希

望に添って調整をする．リピーターも多く，理科教室を楽しみにしてくれている子

供たちのことを考えて，定員をオーバーしてもできるだけ全員受け入れるようにし

ている．今年も結局，『スーパーボールロケット』７１名，『単極モーター』７１名，

『光の万華鏡』６２名となり，受講生徒の総人数は２０４名であった．  

午前の『スーパーボールロケット』では，スーパーボールへの穴あけを事前にし

ておいたので，ランチャー部分の作製は比較的容易にこなしていた．ただし，OHP

シートを竹串と平行に接着するところで若干時間を要しているようだった．ストロ

ーで作製したロケットの羽根と尾翼の角度をいろいろ試しながら変形して，まっす

ぐ飛ぶように工夫・調整をしていた．工作後にも十分遊ぶ時間を確保することがで

き，ホールにある演台から落下させて，自分の身長より高くまで飛ばしている子供

もいた．  

午後の最初の工作である『単極モーター』は，作業工程自体はシンプルであるが，

銅線の曲げ方で苦労しているようだった．銅線の微妙な調整によって，スペースシ

ャトルが回転しなかったり，回転したとしても速すぎたり遅かったりと，子供たち

が最も工夫したところである．銅線のちょっとした接触具合が直接回転に影響する

ため，子供からするとその効果がわかりやすく，楽しみながらいろいろと考えるこ



応用物理（2009）WS-0004-4 
 

とができたと思われる．  

最後の『光の万華鏡』は，紙を切ったり貼ったりする工程が多く，最も工作らし

いテーマであった．子供たちは，自動的に点滅する LED に目を輝かせ，偏光板を重

ねて光を見たときの美しさに感激していた．周りの友達と見せ合いながら，円筒形

や四角錐型の鏡を万華鏡の筒に設置するなど，いろいろな組み合わせのバリエーシ

ョンを自分なりに考えて楽しんでいた．  

例年，５月下旬ないしは６月上旬に開催する浜松会場は，その年度の東海支部リ

フレッシュ理科教室の最初の開催場所となる．そのため，工作手順や教え方など，

試行錯誤をしながらの実施となる．予期せぬハプニングにより，参加している先生

や子供たち，そしてスタッフも新しい発見により工作を楽しめる側面がある．今後

ずっともトップバッターの役目を担っていきたいものである．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-２理科教員研修会にてスーパー

ボールロケットを作製する小中学校

の先生．  
 

図 1-１理科教員研修会にて展示工作

の説明を受ける小中学校の先生．  
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2.リフレッシュ理科教室（岐阜会場） 

岐阜会場は，2003 年度から参加しているので今年で 6 度目ということになる．本

稿では，今年度のリフレッシュ理科教室の岐阜会場の様子を紹介する． 

今年度，岐阜会場のリフレッシュ理科教室は 6 月 21 日（土）および 22 日（日）

の 2 日間の日程で，岐阜市科学館にて開催された． 

初日の 21 日は，主に小中学校の理科教育に携わる先生方 15 名の参加者を対象に

工作教室を行った．22 日には，小学 3 年生以上の子供たち 297 名を対象とした工作

教室を行った． 

図 1-３作製したスーパーボールロケ

ットをみんなで一斉に飛ばしてみる． 
 

 

図 1-５できあがった光の万華鏡を早速の

ぞいてみる．  

 

図 1-４単極モーター作製中，銅線の

微調整に頭を悩ませる．  
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岐阜会場の様子 

テーマＡ「宇宙まで飛ばせ！ドリームシャトル」では，より高く飛ばすためにロ

ケットの羽根を繰り返し調整し，友人同士でどちらがよく飛ぶか競い合っている様

子であった． 

テーマＢ「光の宇宙へワープ！スペースフラッシュ」では，紙コップの中に広が

る不思議な光景を，夢中になってのぞき込む姿が印象的であった． 

テーマＣ「周回軌道をとれ！電磁力スペースシャトル」では銅線の微妙な曲げ方

で，回転が速くなったり，磁石の向きを反対にすると逆回転することを発見して，

報告してくる子供たちがいた． 

岐阜会場は例年，児童の参加者が多く，定員の倍ほどを受け付けている．そのた

め，会場が手狭になり，保護者の参観するスペースが不足するなど運営上の反省点

もあった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示 

科学館のロビーを利用して，毎回展示物を設置している．今年度は，目に見えな

い赤外光を実感してもらう展示物（赤外線 LED によるディスプレイ，静岡大学，立

図 2-1 スタッフとともに工作する様

子  

 

図 2-2 理科教室を伝える新聞記事（ 6 月 22

日付岐阜新聞朝刊）．  
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岡先生考案）と教育用に設計された可搬型の走査型電子顕微鏡(SEM)が設置された．

赤外線の展示物の前では，親の携帯電話のカメラ（赤外線が見える）でディスプレ

イをのぞき込む子供たちが印象的であった． 

SEM に関しては，休憩時間などに子供たちが花粉や昆虫，髪の毛などサンプルにな

りそうなものをもってきては，10000 倍に拡大された像をみて，ミクロの世界に歓声

を上げていた． 

3.平成２０年度遠隔地支援型リフレッシュ理科出張教室（東海支部戸倉会場） 

東海支部では，従来の科学館などに理科好きの子供を集めるという待ち受けるタ

イプのリフレッシュ理科教室だけでなく，それまで理科が苦手と考えている小中学

校教師や児童をも理科好きにしたいと考え，全員参加型の出張理科教室を 6 年間に

わたり，実施している．  

リフレッシュ出張理科教室の特徴は，工作教室以外に全校生徒を体育館などに集

めて最新科学技術に関する演示実験を行っていることである．  

これまで出張理科教室は，主として遠隔地の小中学校など，規模もそれほど多く

なく，せいぜい各学年 1 クラスずつで，総数 2，30 人程度である小中学校を対象と

してきた．  

しかし，都会に近い学校においても，理科が苦手と考え，科学館などで行われる

リフレッシュ理科教室に参加を希望しない生徒も当然いるわけで，これらの生徒に

理科の楽しさを体験させ，理科好きの生徒を増やすことは重要である．一方，都会

の学校は規模が大きく，一つの支部でリフレッシュ理科出張教室を開くことは容易

ではない．  

今年は，そのような観点から，北陸・信越支部との連携により，場所を長野県千

曲市に選び，全校生徒約 400 名を数える戸倉小学校および五加小学校においてリフ

レッシュ理科出張教室を実施した．後者の五加会場については，北陸・信越支部の

宮入氏の報告を参照いただくとしてここでは，戸倉小学校での出張理科教室につい

て報告する．  

今回のリフレッシュ理科出張教室「戸倉会場」は従来の出張理科教室同様，現地

小学校の先生や生徒だけではなく，生徒の保護者や教育長，そして千曲市長も参加

して，7 月 3 日（木）に開催された．参加者はそれぞれ先生 27 名，児童 364 名，お
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よび先生 25 名，児童 392 名であった． 

二つの小学校合わせて 800 人以上にもなる今回の出張理科教室では，スタッフ数

や材料の調達はもちろん，道具類の準備に加え，演示実験についても従来と異なる

手法を考え出す必要があった．  

スタッフは東海支部から愛知県・静岡県・山梨県在住の幹事 15 名が参加するとと

もに，地元長野市の信州大学，長野工業高等専門学校の現役教員および退職した教

員 10 名および 3 人の学生アルバイト，そして上越教育大学教員 1 名も協力し，総勢

29 名という大人数であった．  

多人数のリフレッシュ理科出張教室実施方法  

今回初めて実施した多人数を対象としたリフレッシュ理科出張教室の実施方法に

ついて検討し，実施した結果について述べる．  

1) 工作教室について  

多人数で考える事項は，まず，スタッフの確保，そして道具類の調達である．通

常，工作を各教室で行う場合，少なくともスタッフは 2 名に現地の担任教員を加え

て 3 名は最低必要である．  

今回は全校で 13 クラスであったため，26 名の工作指導者が必要で，それに加えて，

材料の不足あるいは損傷による交換のため，材料や道具の配布と管理をするスタッ

フ 1 名，そして後述する演示実験を別途行う場合はその講師 1 名が必要となった．  

道具に関しては，一人一つであれば，400 セットが必要となる．東海支部では，基

本的な道具（はさみ，カッター，カッター盤，定規，ドライバー，ラジオペンチ，

セロハンテープカッター，目打など）は 120 セットほどそろえているが，それでも，

不足する．  

特殊な道具の場合は数多く準備できず、その道具を使う工作過程については，事

前にスタッフの方で加工を済ませておくという方法もある．  

工作テーマについては，これまでに実施したものの中から，三つ選んで実施した．

小学校１年生と２年生に対してはパスカルの原理を利用した「チカラの伝わり方を

考えよう！怪力ボックス」，3 年生と 4 年生にはＬＥＤと光ファイバーによる「きら

きら LED 星座盤」， 5 年生と 6 年生には活性炭電池で動く「月面探検車」の工作を

実施した．  



応用物理（2009）WS-0004-9 
 

２）演示実験  

従来，生徒数が少ない場合は，体育館に生徒を集めブルーシートなどで床の養生

をした後，液体窒素などを用いた演示実験をしてきたが，今回は多人数を相手にこ

の方法では対応できない．  

そこで，次のようにした．幸い二つとも小学校にテレビ放送設備があることが事

前にわかったので，特殊な機材を用いる演示実験については，中部大学の岡島教授

がテレビカメラの前で実演し，それをテレビ放送で各教室に配信した．それ以外の

演示実験は液体窒素ほかの演示キットを各教室の数，13 セットを準備し，各教室で

行った．ここで使用した液体窒素は業者の好意により松本市から千曲市まで 100 リ

ットルを 2 日間にわたって運んでもらった．  

テレビ放送による演示実験では，１）温度を下げると電気抵抗が小さくなること

を電球の点灯実験で見せる，２）大気中では通電によって燃えて切れてしまう鉛筆

の芯が液体窒素の中では，切れもせず，まぶしく光り続ける様子などを実演して見

せた．  

一方，各教室では，１）呼気に含まれる二酸化炭素や空気でふくらませた風船を

液体窒素につけると縮むことを見せ，気体が固化・液化することを理解させる，２）

液体窒素につけたゴムボールが固くなって砕ける様子を見せて，物質の性質が温度

によって変わることを説明する，３）高温超伝導体と磁石を使って磁気浮上実験を

見せるなどの演示実験を通じて科学への興味と関心を高めた．  

出張理科教室（戸倉会場）の様子  

開会式は 7 月 3 日（木）8 時 35 分から 50 分までテレビ放送によって行なわれ，

校長ほか，教育長，東海支部長の挨拶があった．引き続き 9 時より岡島教授（中部

大）による演示実験の様子がテレビで放映され，その後，各教室に別れた幹事によ

る演示実験が行われた．  

演示実験の後，休憩を取って 10 時から 11 時 30 分まで工作を行った．  

東海支部からは，支部顧問の安田名古屋大学名誉教授，丸野名古屋工業大学名誉

教授の参加協力を得て，それぞれ小学 1 年生や 2 年生を指導していただいた．  

今年の理科教室には地元の TV 局の取材もあり，生徒が取材を受けた様子が放映さ

れた．その中でこの事業の成果ともいえる画面を図 3-2 に示す．この生徒のような，
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苦手意識をもっている場合は，自ら進んで理科教室には来ないかも知れないが，体

験によってその意識は変わったのである．出張理科教室の大きな特徴はここにある． 

図 3-3 は自分で作った月面車を廊下に持ち出して競争する生徒の様子である．  

今年の出張理科教室は，対象人数も多く，現地での材料調整作業が必要であった

ため，図 3-4 のように全員が前日に会場の会議室を借りて準備をした．この様子を

現地の校長ほかの教員が何度も見に来ており，この事業の舞台裏を理解していただ

いたようである．  

また，信州大学の宮入教授がこの地域出身であり，その関係から，千曲市長も見

学に訪れ，ぜひともこの地域に退職した学識経験者を含む研究者が企業や地元の皆

さんと一緒に活動できる仕組みを組織したいと述べておられたのが印象的であっ

た．この見学の感想は市長日記として千曲市の HP（図 3-5）にも掲載されていた．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 写真上は理科教室を体験する

前の TV ニュース画面，写真下は体験

後の同画面．  

図 3-１ 教室で液体窒素を使った

低温実験を演示する丸野名古屋工

業大学名誉教授  
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本事業の一部は科学研究費補助金（研究成果公開促進費）「研究成果公開発表

（Ｂ）」の援助に依ったものであり，支援を感謝します．  

4.リフレッシュ理科教室（山梨会場） 

リフレッシュ理科教室山梨会場「ドリームスペースミッション 2008」は 8 月 5, 

6 日の 2 日間にわたって山梨県立科学館において応用物理学会，山梨県立科学館，山

梨大学との共催で実施した．東海支部のリフレッシュ理科教室は，今年度で 11 回目

を数えており，そのうち，山梨会場は，第 2 回から開催して今年度で 10 回目を迎え，

今では年間行事の一つとして参加者にもかなり浸透し定着しつつある． 

理科実験工作 

 理科実験工作は，東海支部の浜松会場の開催報告で説明されているものと同じで

ある． 

第 1 日目は，小中学校の先生を対象とした理科実験工作教室であり山梨県総合

教育センターの教員研修会と併合しており，60 名の小中学校の先生が参加した．午

前中には，山梨県立科学館のスタッフによる理科基礎実験講座「顕微鏡の使い方と

応用実験」および全天周映画「プラネタリウム番組（星色物語 輝きの後に）」の鑑

賞が行われた．そして，午後には，応用物理学会会員が主体となり，高井吉明教授

（名古屋大学），田中功教授（山梨大学），岡島茂樹教授（中部大学）による説明の

もとでリフレッシュ理科教室の三つの理科実験工作をそれぞれ 50 分間にわたって実

施した．小中学校の先生方は，指導員の説明を聞きながら熱心に理科実験工作に取

り組んでいた．普段の授業で指導している工作よりも手が込んでいるので苦労して

いる場面も見られたが，その一方で，従来の教員研修とは違ってリラックスしなが

ら理科実験工作を楽しんでいるように感じられた．理科実験工作終了後に，短時間

ではあったが交流会の場を設けて，リフレッシュ理科教室に対する意見・要望や現

場での理科教育の現状について情報交換を行った． 

第 2 日目は，小中学校の児童・生徒を対象とした理科実験工作教室を行い，午

前中に「宇宙まで飛ばせ！ドリームシャトル」，午後に「周回軌道を取れ！電磁力ス

ペースシャトル」と「光の宇宙へワープ！—スペース・フラッシュ—」をそれぞれ 1

時間 30 分にわたって実施した． 
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「宇宙まで飛ばせ！ドリームシャトル」では，平松美根男教授（名城大学）に

よる説明のもとで 80 名の児童・生徒がドリームシャトルの作製に取り組んだ．そし

て，会場横の屋外デッキで各自が作製したドリームシャトルをバウンドさせて試し

ていた．ドリームシャトルがなかなか真上に揚がらず落とし方や透明フィルムの位

置を工夫したり，外デッキの外にまで勢いよく飛んでいったりして楽しんでいた． 

「周回軌道を取れ！電磁力スペースシャトル」では，78 名の児童・生徒が参加

し，近藤英一教授（山梨大学）による説明のもとで電磁力スペースシャトルの作製

に取り組んだ．指導員に教えてもらいながら銅ワイヤーの曲げ具合を工夫して，ス

ペースシャトルがよく回るように電磁力スペースシャトルを作製していた． 

「光の宇宙へワープ！—スペース・フラッシュ—」では，78 名の児童・生徒が参

加し，岡島茂樹教授（中部大学）の説明に従って「LED 万華鏡」を作製した．回折格

子を貼り付けた紙コップや四角錐面ミラーなどを組み合わせて，華やかできれいな

模様を観察して楽しんでいた． 

 

 

 

図 4-3 スペースフラッシュで作製し

た四角錐面ミラーに鉛筆を入れて観

察している様子  
図 4-4 ドリームシャトルを屋外で楽

しむ子供達  
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特別ワークショップ 

東海支部では，毎年，これらの理科実験工作のほかに展示を行っている．山梨

会場では，数年前から理科実験工作室の外の踊場スペースに「特別ワークショップ」

と題して展示コーナーを設け，各実験工作教室の開始前と終了後に展示，実演およ

び簡単な工作教室を行っている．今年は，「目に見えない光 —赤外線—」（提案者：

立岡浩一教授（静岡大学）），「身の回りのミクロな世界をのぞいてみよう」（提案者：

高井吉明教授（名古屋大学）），「巨大万華鏡」（岡島茂樹教授（中部大学））について

展示を行った．「身の回りのミクロな世界をのぞいてみよう」では，卓上型 SEM を使

って虫や花びらなどを観察し，プロジェクターでスクリーンに映写して来場者にも

披露した．スクリーンに映写すると SF 映画を観ているように非常に迫力があった．

「巨大万華鏡」は，スペース・フラッシュで作った四角錐ミラーの巨大版であり，

手を入れてのぞき込むと千手観音のように多数の手が見えた．「目に見えない光 —

赤外線—」は，LED を並べた電光掲示板であり，LED を点灯しても肉眼では光ってい

るように見えないが，携帯電話やデジタルカメラを通してのぞくと光っていること

がわかるというものであり，参加者は不思議そうに楽しんでいた．さらに，科学館

の特別企画として「光る星座プレート」の簡単な工作教室を行い，理科実験工作参

図 4-2 理科実験工作に真剣に取

り組む小中学校の先生  図 4-1 リフレッシュ理科教室の

受付の様子  
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加者のほかに一般の科学館来場者にも参加いただき，延べ約 300 名の参加者でにぎ

わった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-6 「光の宇宙へワープ！—

スペース・フラッシュ—」の工作

を楽しんでいる様子  

図 4-7 卓上型 SEM での観察し

た虫の目をスクリーンに映写  

 

図 4-5 「周回軌道を取れ！電磁

力スペースシャトル」の工作に熱

心に取り組む様子  
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リフレッシュ理科教室山梨会場は，本会東海支部の行事だけでなく，山梨大学

の理工系教育推進事業，山梨県立科学館の年間行事および山梨県総合教育センター

の教員研修とも連携しており，現地の教育関係の方々の多大なるご協力により成功

を収めていると感じている．最後に，後援，協賛いただいた団体や地元企業に感謝

申し上げる． 

5.リフレッシュ理科教室（名古屋会場） 

名古屋市で開催してきたリフレッシュ理科教室を本年も例年どおり名古屋市科

学館において８月９日（土）に，小中学校の先生を，8 月 10 日（日）に，小学校 3

年生以上中学生までを対象とした教室を開催した． 

実験工作のテーマ 

ほかの会場と同じ工作テーマであるが，これらについて詳細な説明をしていな

かったのでここでいくつかの写真を示しながら説明する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［宇宙まで飛ばせ！ドリームシャトル］ 

図 5-1 に示すような二つのスーパーボールの反発力を利用して，ロケットを飛

ばす工作である．この工作の面白い点は，大きいボールと小さいボールを使うこと

で，大きいボールには竹串を刺し，この竹串に小さいボールを通す．小さいボール

には，大きめの穴が開けてあるので竹串に沿って自由に動くことができるが，竹串

図 5-1. スーパーボールの反発力で

ロケットを飛ばす「ドリームシャト

ル」  



応用物理（2009）WS-0004-16 
 

から飛び出さないように，輪ゴムで大きいボールにつなげてある．また危険防止の

ため大きいボールには，OHP シートを巻き付け，竹串でけがなどの事故が起きないよ

うにした．写真に示すように 10cm ほどに切ったストローに翼を付けたロケットを竹

串に通し，竹串の先端を持って，数１０cm の高さから床に落とす．すると，スーパ

ーボールが床で跳ね返ったとき，大きいボールの運動量が小さいボールに伝わり，

小さいボールが非常に勢いよく飛び上がるので，ロケットは小さいボールに押され

て竹串から飛び出す．運動量についての説明は，小学生には難しいものの，天井近

くまでよく飛ぶロケットで十分楽しめたようであった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［周回軌道を取れ！電磁力スペースシャトル］ 

 2 番目の工作は，図 5-2 に示す単極モーターである．単 3 電池の負極側に NdFeB

図 5-2. NdFeB 磁石を利用した単極

モーター「電磁力スペースシャトル」 

図 5-3. 自己点滅 3 原色 LED を

利用した「スペースフラッシュ」 
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磁石を吸着させ，銅線を折り曲げて写真のような形状にして，電池の正極から磁石

を通して，負極側に電流が流れるようにしたものである．銅線が磁石に接する部分

は，磁石に軽く接しながら，ずれないように直角に折り曲げてある．磁石は，円柱

形の軸方向に磁化されているので，磁石近傍の銅線には，上下方向に磁界が加わり，

電流に働くローレンツ力によって，回転トルクが発生する．工作では，紙製の地球

儀とスペースシャトルをそれぞれ電池上部と銅線の一端に取り付け，地球のまわり

をシャトルが回っているイメージとした．ローレンツ力やフレミングの左手の法則

について小学生に説明することは少々難しいが，このような単純な構造のものが勢

いよく回転するのは大変面白く，子供たちも大変興味をもってくれたようであった． 

［光の宇宙へワープ！スペースフラッシュ］ 

この工作は，図 5-3 に示すようにイルミネーション用の自己点滅 3 原色発光ダ

イオードを紙コッ プの底面中央に貼り付け，これに万華鏡の鏡をはめ込んだもので

ある．万華鏡は，通常のもののように長方形の鏡を三つつなげた形状でなく，四角

錐の先端を切り落とした変形型としているため，鏡に映ったダイオードの像が球面

上に配列したような不思議な効果を生み出す．さらに別の紙コップにプラスチック

製の回折格子を取り付けたものを二つ用意し，これらの二つの回折格子を重ね，そ

の角度を変えて LED の光を見ると，二つの回折格子による効果が複雑に絡み合って

光が放射状に広がる幻想的な光の世界が出現する（図 5-4）．二つの回折格子と円錐

形の鏡の組み合わせを変えていろいろ楽しむことができ，子供たちにも大変好評で

あった（図 5-5）． 
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理 科 教 室 (名 古 屋 会 場 )の概 要  

1 日目の小中学校の先生を対象とした理科教室には，29 名の参加があり，1 テー

マ 60 分の時間をとって，午前に一つ，午後に二つの工作を行なうとともに，工作の 

ねらいについて解説した（図 5-6）．終了後には，今回の工作に対する感想や，小中

学校における理科教育の現状について意見交換を行なった．後日，参加者より工作

の材料の入手方法について問い合せをいただくなど，参加者からの反応も上々であ

った． 

2 日目には，1 人 1 テーマで，小中学生向けの理科教室を開催し，三つのテーマ

で合計 235 名が参加した． 

実験工作は，図 5-7 に示すように 1 テーブル 4 名の参加者に実行委員か大学生/

院生のアルバイターがついて指導する形で進めた．本年は，特に工作に時間のかか

るものもなく，ほぼスケジュールどおり，午前 1 テーマ，午後 2 テーマを実施する

ことができた．さらに，実験後には，簡易型の走査電子顕微鏡のデモなどを行なっ

た．髪の毛や蚊などの昆虫がモニター画面に大きく映し出される様子を観察した． 

図 5-4. 2 枚の回折格子を通して観

察した LED の像  

図 5-5. スペースフラッシュの観察

風景 
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6.リフレッシュ理科教室（三重会場）  

東海支部最後の会場である三重会場は，今年は 8 月 22 日（金）から 24 日（日）

の三日間にわたって開催され，最初の二日間は三重大学を，また最終日は松阪市の

MAP みえこどもの城を会場とした．先生対象の理科教室には例年より若干少なくて

32 名，子ども対象の理科教室には 3 テーマ合計で 126 名の参加者があった．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6. 小中学校の先生を対象とし

た理科教室 

図 5-7. スペースフラッシュの工作

風景 

図 6-１  小中学生工作教室の様子．  
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三重大学会場では，初日（8 月 22 日）は小中学校の先生を対象として，二日目

（8 月 23 日）は小中学の児童・生徒を対象として工作教室を開催した．両日とも多

くの参加者が熱心に工作に取り組む様子が観られた（図 6-１）．  

先生対象の工作教室では，津市内の小中学校教諭約 30 名が参加して理科工作教

室が実施された．先生方には 3 種類の工作すべてを作っていただいた．工作完成後

には，製作した作品で遊んでいただいたが，時間を忘れてロケットを飛ばしたり，

紙コップの中に観られる不思議な光の模様に歓声を上げるなど，工作の内容には満

足していただけたようであった．工作後の意見交換会においても，授業に積極的に

取り入れたいなどの肯定的な意見をいただいた．  

なお，当日は応用物理学会  白木靖寛副会長にお越しいただき，先生方が熱心に

工作に取り組む様子を視察していただいた．   

小中学生対象の工作教室は，午前 1 回，午後 2 回の計 3 回実施し，1 回目はド

リームシャトル，2 回目は電磁力スペースシャトル，3 回目はスペースフラッシュの

工作を行った．  

関係諸氏のご協力により，当日の理科工作教室はスムースに進行し，工作終了

後に完成した作品で遊ぶ時間も，例年より余裕をもって確保することができた．  

ドリームシャトルでは，ランチャーからロケットと飛行機が勢いよく飛び出す

のを見て歓声を上げる子供たちが多く見受けられた．  

電磁力スペースシャトルでは，簡単な構造にもかかわらず勢いよく回るのを見

て，「まるで手品みたい」という感想が聞かれた．また，回転する速さを友達と競い

合う子供たちなど，思い思いの発想で作品を楽しんでいるようであった．  

スペースフラッシュでは，工作の途中段階の LED の点灯試験で，まぶしいくら

いに明るく輝く LED に歓声を上げる子供たちが多く見受けられた．工作が完成し，

紙コップの中をのぞき込むと，点灯試験のときは点状だった LED の発光が，今度は

広がりをもった不思議な模様に変わっており，再び会場の各所から歓声が起こった．

お父さんやお母さんにも見せてあげたいという子供たちもおり，工作教室終了後，

親子で紙コップをのぞき込む姿も多数見られた．  

工作教室当日の様子は，報道機関各社に取材していただき，テレビのニュース

や新聞記事として掲載していただいた (図 6-2)．  
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親 のための理 科 教 室  

三重大学会場では，昨年度に引き続き今年も“親のための理科教室”を実施し

た．これは，子どもたちが工作を行っている間の時間を有効活用し，同伴の保護者

の方々に理科教育への関心を高めていただくための企画で，子供対象の工作教室と

並行して実施した．計 3 回の実施で，参加者数は各回 15～20 名であった． 

実施内容は，①液体窒素を用いた理科実験，②電子顕微鏡を用いた観察の二つ

である．①液体窒素を用いた実験では，定番の凍ったバナナで釘を打つ実験に始ま

り，凍らせたゴムボールを床に落として割る実験，息を詰めた袋を液体窒素の中に

入れてドライアイスを作る実験などを行い，参加者の関心を引いた（図 6-3）．②電

子顕微鏡を用いた観察では，走査型電子顕微鏡による観察の実演を，電子顕微鏡の

仕組みや結像原理の説明を交えながら行った．用いた電子顕微鏡は，（株）日立ハイ

テクノロジーズ社製小型走査型電子顕微鏡 Miniscope®である．この電子顕微鏡は，

同社から応用物理学会が貸与を受けたものであり，テーブルに乗せられる程度の大

きさで，従来の大型の走査型電子顕微鏡より短時間で観察が行える特長をもつ，観

察用の試料には，繊維や植物の葉，昆虫などを用いた．ほとんどの参加者にとって，

図 6-2 工作教室を報道する新聞

記事（読売新聞）．  
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電子顕微鏡本体とその観察像を間近に見る機会はまれであると思われる．参加者は，

通常は見られない電子顕微鏡によるミクロの世界に興味深く見入っている様子であ

った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親のための理科教室に参加した父兄の方々からは，「楽しかった」，「有意義だっ

た」という肯定的な感想を多くいただき，理科教育の重要性の啓発活動という目的

は達成できたと思われる．また，親のための理科教室を「子供にも見せてあげたい」

という感想を多くの保護者の方々がもっているようであり，従来の子供だけ，親だ

けが参加する理科教室に加え，親子が一緒になって楽しむ理科教室の実施を検討す

るのも一考の価値があるのではないかと考えられる． 

7.MAP みえこどもの城 会 場  

三重会場最終日（8 月 24 日）は，会場を松阪市の MAP みえこどもの城に移して

開催された（参加者：68 名）． 

三重会場は，東海地区の他会場と比較して実施日が１日多い．これは，三重会

場でリフレッシュ理科教室を実施するようになった当初は MAP みえこどもの城を会

場としていた経緯があり，現在のように三重大学を会場としてからも，引き続き MAP

みえこどもの城でも引き続き実施を希望する声が多かったためである． 

みえこどもの城会場では，実施時間の制約から工作教室の実施回数を三重大学

会場よりも減らし，午後のみ 2 回行った．実施した工作テーマは，①“宇宙まで飛

図 6-3 親のための理科教室の様子． 
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ばせ！ドリームシャトル”，②“光の宇宙へワープ！ スペースフラッシュ”である． 

この会場では定員を超える参加申込みがあり，理科教室当日も盛況であった．

三重大学会場同様，参加した子どもたちは工作に熱心に取り組み，完成した作品で

遊んで満足していただけたようである．  

なお，今回は応用物理学会 応用物理教育分科会副幹事長の光井俊治先生が来訪

され，子どもたちが工作に取り組む様子を視察された． 

8．おわりに 

東海支部では，これまで多くの実績を積んできて，このリフレッシュ理科教室

運営に関するノウハウや工作テーマの蓄積もかなりなものになっている．また，

各支部や分科会でも複数の会場でリフレッシュ理科教室を開催するようになっ

てきた．  

しかし一方で，学会の理事会などにおいて，リフレッシュ理科教室事業が

10 年を経過したのを期に，この事業の見直しが必要であるとの意見も出てい

る．  

公益法人化を目指す応用物理学会が，名実ともに行っている教育公益事業の一

つがこの理科好きの子供を育てるためのリフレッシュ理科教室事業である．  

学会の事業全体の中でこの教育公益事業のあり方を議論することは必要である

が，予算的な観点から安易に事業を抑制すべきではないと考える．  

学会は株主への利益を重視する株式会社とは本質的に異なるものであり，

長期的視野に立ってわが国の科学技術発展のために尽力することが，われわれ

応用物理学会会員の使命と考える．  

東海支部としては，この事業の重要性を強く認識しており，応用物理学会

だけではなく，志を同じくする，支部間の連携，ほかの幾多の学会，諸団体，

そして科学館，企業などのほかに国や県・市の行政との連携をとることが重要

と考えている．  

多くの組織の連携により，活動の範囲が広がるとともに資金的，人的負担

も軽減されるのである．  

終わりに，リフレッシュ理科教室（東海支部）の開催にご協力いただいた

関係各位のほか，各報道機関，各学会など多くの後援および協賛団体の皆様に
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感謝いたします．  

なお，東海支部のリフレッシュ理科教室に関しては下記リフレッシュ理科教室担

当までお問い合わせください． 

E-mail: jsaprika@jsapinfo.ees.nagoya-u.ac.jp 

 

 


