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＜地域交流・国際交流 部門＞ 

 

AUE出前科学館Ⅱの実施 

佐久島小・中学校、設楽中学校への訪問 

 
岩瀬美瑚（中等理科専攻・３年）他 学生１４名 

 
１．活動概要 

夏の長期休業期間とセンター試験によ

る休みを利用して普段の活動では訪れる

ことのできない遠隔地域に訪問した。佐久

島小・中学校や設楽中学校の周りには、科

学館はなく、都市部に比べて科学・技術に

触れる機会が少ない。そこで科学実験を中

心としたイベントを行った。参加した学生

もそのような地域の子どもたちと接する

機会は少ないので、たくさんの気づきがあ

ったようだ。 
 
２．実施状況 

○佐久島小・中学校 
８月２０・２１日に佐久島中学校にて実践

を行った。 
参加学生：６人 
生徒数：１０人程度（中学生１０人・小学

生数人） 
教材：指に火をつける・液体窒素・シャボ

ン玉・ドローン 
 
○設楽中学校 
１月１２日に設楽中学校にて実践をおこ

なった。 
参加学生：９人 
生徒数；４１人 
教材：液体窒素・ドローン・地球の仲間た

ち・飛ぶ工作 
 
３．成果 

○佐久島小・中学校 

〈子どもたちの様子〉 

・ドローン 

 

ドローンをもっているという生徒はいた

が、大きなドローンをもっている生徒はお

らず、ドローンを操縦することができて喜

んでいた。 

 

・シャボン玉 

 

砂糖を入れたり、泡立てたりしてより丈夫

なシャボン玉を作ろうとしていた。 

 

・液体窒素 

 
 



５－2 
 

－196℃の液体窒素を使って様々な実験を

した。 

液体窒素の実験はテレビなどで見たこと

がある生徒が多かったが、実際に見られる

機会は少ないので楽しんでいた。 

 

・指に火をつける 

 

生徒たちからリクエストがあり、考えた教

材。 

揮発性の高く、引火しやすい液体であるベ

ンジンを利用した。たくさんの生徒が体験

することができた。 

 

〈参加した学生の感想〉 

① 学校の様子について感じたこと 
・生徒同士、先生同士、先生と生徒の距離

が近く、団結力を感じた。 
・島に関する資料が展示・掲示されており、

地元について学べるようになっており良

いと思った。 
 
② 子どもたちの様子について感じたこと 
・興味があることについての食いつきが良

い。特にシャボン玉の教材では、特に促

されなくても自ら工夫することができて

いた。 
・好奇心が強く、自ら挑戦する姿が印象的

だった。 
 
③ この活動について思うこと。 
・講義型の実践に参加する機会はあまりな

いので参加できてよかった。 
・僻地校ならではの良さや雰囲気を体感す

ることができた。 
・僻地校ならではの実践ができればいいと

思う。 
・自分が実験について事前にもう少し勉強

すべきだったのではないか。 
・執行部ではない人がもう少し実験につい

て知っておけば、当日生徒に質問された

ときに、スムーズに受け答えができるの

ではないか。 
 

○設楽中学校 

〈子どもたちの様子〉 

・液体窒素 

体験的な活動を通じて状態変化などの理

解を深めた。 

液体窒素の実験はテレビなどで見たこと

がある生徒が多かったが、実際に見られる

機会は少ないので楽しんでいた。 

・ドローン 

 
大きなドローンを初めて見た生徒が多く、

間近で見ることができて喜んでいた。 

校舎も入れて記念撮影をした。 

・地球の仲間たち 
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中学校３年生で学習する内容を１・２年生

に対して行ったので少し難しかったが、ス

ケールの大きさに驚いていた。 

・飛ぶ工作 

 

ハンドスピナーの引っ張られるような感

覚はジャイロ効果によるものだというこ

とを理解した生徒もいた。 

実際に体を使って遊ぶことで強く印象に

残ったようだ。 

 

〈参加した学生の感想〉  

① 学校の様子について感じたこと 

・建物が木造で温かみがあった。また、人

数が少ないからこそ、細かい指導をする

ことができたと思う。 

・生徒たちがのびのびと学校生活を送るこ

とができそう。 

・一人一人に向けられる時間が多く、先生

と生徒の距離が近くて羨ましいと思った。 

 

② 子どもたちの様子について感じたこと 

・生徒と教師の仲の良さと、中学生らしい

性差を感じた。協力する姿も見られたの

で、行事などでは一致団結しやすいと感

じた。 

・相槌や意見を自然と引き出すのは難しい

と感じた。 

・中学生は発言することを恥ずかしがる子

が多いと思っていたが、集団の人数が少

ないせいか、自由にたくさん発言してく

れた。 

・教える立場からすると、人数が少ない分

一人一人を見ることができたと思う。 

 

③ この活動について思うこと 

・普段は中々行くことのできない地域に行

くことができて貴重な経験ができた。 

・初めて参加したが、とても楽しかった。

教える楽しさを体感でき、中学生の素直

な反応を見ることができてよかった。 

・いつもは行くことのできない学校に行く

ことは自分にとってとても良い経験にな

ったので、また参加したい。 

・普段理科の授業を面白くないと感じてい

る生徒たちが、理科に興味をもってもら

うきっかけになる活動だと思う。このよ

うな体験があったら自分自身も理科に対

する意識が今とは違ったかもしれない。 

 

○子どもたちへアンケート結果 

A 実験は楽しかった 

B 理科への興味が高まった 

C また大学生と実験をしてみたい 

上記の３項目について「そう思う」を 1「思

わない」を 4として４段階で回答してもら

い、感想を書いてもらった。 

 

結果 
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A  実験は楽しかった
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感想 

・あまり理科が好きではなかったが、今日

の実験は面白かったので少し好きになる

ことができた。 

・授業ではあまりできないので良い経験に

なった。 

・普段見られないドローンや液体窒素を使

った実験を見られてとても面白かった。 

・初めて近くでドローンを見ることができ

て感動した。 

・理科により興味をもつことができた。 

・好きな理科がもっと面白くなった。 

・普段あまり気にしていないことを体験し

たりして、身近なことを理解することが

できた。 

・参加型だったので楽しみながら学ぶこと

ができた。 

・以前からハンドスピナーを横に揺らすと

少し引っ張られることを疑問に思ってい

たので、今日知ることができたので良か

った。 

・知っている実験が多かった。 

 

４．今後の展望 

 子どもたちへのアンケート、子どもたち

の様子また参加学生の感想から、このよう

な活動を今後も続けていきたい。普段いけ

ないような学校に行き、理科の様々な実験

を見せることで生徒側にも、学生側にもプ

ラスになると考える。 

 しかし、子どもたちのアンケートに「大

学生とまた実験をしたい」において３また

は４と回答した生徒は 10%いた。その原因

として、生徒への接し方や、教材に問題が

あるのではないかと思う。生徒に対して言

葉づかいに気をつけたり、発問の仕方を工

夫したりしていきたい。また、参加学生へ

の予備実験を充実させ、質問されたときに

誰もが答えられるようにしておきたい。 

今後はこの活動をさらに充実させるた

めに、教材を工夫したり、参加学生への対

応をしっかりしていきたい。 

 

５．決算（予算：２０５，８４０円） 

使用内訳 支出額（円） 差引（円） 

予算  205,840 

旅費 51,880 153,960 

バス借り上げ 78,860 75,100 

合計 130,740 75,100 

 
６．メンバー 

番号 学年 氏名 所属 

１ １ 眞殿 萌花 初等理科 

 ２ １ 久保田 芽 中等理科 

 ３ １ 森下 珠衣 特別支援 

 ４ １ 今井 皇辰 中等理科 

 ５ １ 水野 凪沙 初等社会 

 ６ １ 水野 雅香 養護教諭 

 ７ １ 霜 朱音 初等数学 

 ８ １ 中村 友南 初等音楽 

 ９ １ 内尾 佳純 福祉 

１０ ２ 山本 愛子 初等理科 

１１ ２ 中野 鮎夏 初等国語 

１２ ３ 伊藤 佑将 初等理科 

１３ ３ 岩瀬 美瑚 中等理科 

１４ ３ 吉田 遼平 中等数学 

１５  金 銀慶  
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