
⑤製作ではただ作って浮かべて走らせるだけでなく、友

達と見比べたり、違いに気づいたり、走るしくみに興味

を持つ子が多く見られました。

（２）夜の昆虫採集をしよう

①子ども達、特に男の子は虫が大好きです。宿泊行事で

行った昆虫採集の実践活動を紹介します。

②夜に活動する昆虫の採集方法に興味を持たせます。

グループで活動することとし、力を合わせてトラッピ

ングなどの採集にチャレンジさせ、昆虫を通して身近

な生き物への関心を高めます。

③採集のためのトラッピング作り

イチゴパックの中に桃

などの果物を入れ、落

ち葉をかぶせて地面に

置く。

ビニル傘を木につるし

その中に懐中電灯（LED電気）をつけておく。下に発

泡スチロールの箱を置いておく。

④子ども達は夜の離れた場所での昆虫採集や観察には

慣れていませんでしたが、いろいろな方法で様々な虫

を捕ることができました。

⑤また捕らえた昆虫を観察した後、離してやったとき、

「また会おうね」と言った言葉が印象的でした。

（3）リニアモーターカーを作ろう

　電気や磁気は目には直接は見えませんが日常生活の

中で色々なものに磁石が使われています。

　この実験工作活動では、永久磁石に近づけたコイル

に電流を流すとコイルが回転しながら走るリニアモー

ターカーを製作して、電流と磁力の働きに興味を持た

せます。

① リニアモーターカー作り

電流の流れる方向の変化で極の方向も反対になる電

磁石の性質と永久磁石の性質を利用してアルミ棒の

上を回転して動くリニアモーターカーを作ります。

②回転子作り

ヘアカーラーを利用してエナメル線を２０回程度丁寧

に巻いていきます。

巻き終わったら両端のエナメル線の被覆を半分だけ

やすりで削り、電気が通るようにします。

１９４４年神奈川県生まれ。
神奈川県川崎市立小学校に教諭・教頭・校長として38年、川崎市立理科教育研究会会長として3年間、全国
小学校理科教育研究大会神奈川大会の実行委員長2年間、現在認定ＮＰＯ教育活動総合サポートセンター
理事として理科活動を行っている。
共著書：心にひびく理科の実験（教育活動総合サポートセンター理科部 著）

爲谷 貞義 ためや さだよし
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手作りの理科（科学）活動を1

　私たち理科グループは活動を始めて１０年の歳月が

たちます。学校での理科授業とはまた違った実験や工

作活動を重視した科学教育を行ってきました。「自然へ

の興味や関心の高まる理科活動」「見る目感じる心が育

つ理科活動」を目指してきました。合い言葉は「子たち

に力を」です。

　活動場所の制限、予算のあまりない中で身近な素材を

教材化して取り組んできました。100円ショップを回り、材

料を仕入れ、教材にするための加工をし、子ども達にとっ

て生き生きとした活動となるよう取り組んできています。

　その実践例を紹介いたします。

（1）ぽんぽん蒸気船を作ろう

①ねらいや子どもの活動紹介

水を加熱すると水蒸気にな

り、体積が大きくなって物

を動かす力が発生すること

②蒸気エンジン

直径2ミリのアルミパイ

プを単２乾電池に３回程

度巻きエンジンを作りま

す。この部品は指導者が

あらかじめ用意します。

（ＤＩＹ店で材料購入）

③船体

船の製作は集成材を利用して長さ１５㎝幅６㎝厚さ1５

㎜の船体を用意する。

④燃料は固形燃料を半分に切って使用

釜はドリンク剤の容器を利用します。舵は牛乳パック

を四角く切り。つまようじで舵を作りアルミテープを

貼って完成させます。

製作には１時間３０分程度かかりますが、達成感があ

り、蒸気船の走るしくみに興味関心を持ちました。

（認定ＮＰＯ教育活動総合サポートセンター理事）

地域の窓

心にひびく理科の活動
～身近な自然と材料を使って～

③木の台へのフェライト磁石の取り付け 

フェライト磁石を両面接着テープで同じ極を上にして

貼り付けていきます。

④木の台へのアルミ棒、スイッチ、電池ボックスの取り付け

これで完成です。

⑤リニアモーターカーを動かす

リニアモーターカーで、回転子がうまく動かない子、

回転して走らない子など様々です。友達のよく走るの

と比べてみて、どこが違うかを調べ、支援者のアドバ

イスや手助けを受け、全員の子がうまく回り、走るリニ

アモーターカーを完成させました。「磁力や電流のは

たらきが少しわかった」「実験や製作は楽しいなあ」

「磁石の力はすごいなあ」など子ども達は電気や磁気

に興味や関心が深まった様子が見られました。

（１）理科活動を広げる拠点作り

　主に活動の場所として利用しているのは教育活動サ

ポートセンターですが、限られた地域の子ども達だけ

でなく広く南北の川崎の子ども達にも広げたいと思

い、各地区の小学校への出前授業、地区の市民館、生

涯学習プラザでの夏休み理科実験工作指導等を実施

してきています。

（２）指導者・支援者の充実と教材開発

①指導者・支援者の充実

私達の団体は現在１５名の退職した小学校の教員が

中心となって活動していますが、活動の広がりととも

に指導者の手薄さを感じます。

仲間を募り、育成していくことも活動の充実につなが

ることになります。

②新しい教材の開発を心がける

原理やはたらきがわかりやすく、子ども達が製作で

き、充実感を持つことができる教材開発は欠かせませ

ん。各自が生物分野、化学分野、物理分野などの実験

工作などの改善や開発に努力しています。



⑤製作ではただ作って浮かべて走らせるだけでなく、友

達と見比べたり、違いに気づいたり、走るしくみに興味

を持つ子が多く見られました。

（２）夜の昆虫採集をしよう

①子ども達、特に男の子は虫が大好きです。宿泊行事で

行った昆虫採集の実践活動を紹介します。

②夜に活動する昆虫の採集方法に興味を持たせます。

グループで活動することとし、力を合わせてトラッピ

ングなどの採集にチャレンジさせ、昆虫を通して身近

な生き物への関心を高めます。

③採集のためのトラッピング作り

イチゴパックの中に桃

などの果物を入れ、落

ち葉をかぶせて地面に

置く。

ビニル傘を木につるし

その中に懐中電灯（LED電気）をつけておく。下に発

泡スチロールの箱を置いておく。

④子ども達は夜の離れた場所での昆虫採集や観察には

慣れていませんでしたが、いろいろな方法で様々な虫

を捕ることができました。

⑤また捕らえた昆虫を観察した後、離してやったとき、

「また会おうね」と言った言葉が印象的でした。

（3）リニアモーターカーを作ろう

　電気や磁気は目には直接は見えませんが日常生活の

中で色々なものに磁石が使われています。

　この実験工作活動では、永久磁石に近づけたコイル

に電流を流すとコイルが回転しながら走るリニアモー

ターカーを製作して、電流と磁力の働きに興味を持た

せます。

① リニアモーターカー作り

電流の流れる方向の変化で極の方向も反対になる電

磁石の性質と永久磁石の性質を利用してアルミ棒の

上を回転して動くリニアモーターカーを作ります。

②回転子作り

ヘアカーラーを利用してエナメル線を２０回程度丁寧

に巻いていきます。

巻き終わったら両端のエナメル線の被覆を半分だけ

やすりで削り、電気が通るようにします。
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　私たち理科グループは活動を始めて１０年の歳月が

たちます。学校での理科授業とはまた違った実験や工

作活動を重視した科学教育を行ってきました。「自然へ

の興味や関心の高まる理科活動」「見る目感じる心が育

つ理科活動」を目指してきました。合い言葉は「子たち

に力を」です。

　活動場所の制限、予算のあまりない中で身近な素材を

教材化して取り組んできました。100円ショップを回り、材

料を仕入れ、教材にするための加工をし、子ども達にとっ

て生き生きとした活動となるよう取り組んできています。

　その実践例を紹介いたします。

（1）ぽんぽん蒸気船を作ろう

①ねらいや子どもの活動紹介

水を加熱すると水蒸気にな

り、体積が大きくなって物

を動かす力が発生すること

②蒸気エンジン

直径2ミリのアルミパイ

プを単２乾電池に３回程

度巻きエンジンを作りま

す。この部品は指導者が

あらかじめ用意します。

（ＤＩＹ店で材料購入）

③船体

船の製作は集成材を利用して長さ１５㎝幅６㎝厚さ1５

㎜の船体を用意する。

④燃料は固形燃料を半分に切って使用

釜はドリンク剤の容器を利用します。舵は牛乳パック

を四角く切り。つまようじで舵を作りアルミテープを

貼って完成させます。

製作には１時間３０分程度かかりますが、達成感があ

り、蒸気船の走るしくみに興味関心を持ちました。

地
域
の
窓

③木の台へのフェライト磁石の取り付け 

フェライト磁石を両面接着テープで同じ極を上にして

貼り付けていきます。

④木の台へのアルミ棒、スイッチ、電池ボックスの取り付け

これで完成です。

⑤リニアモーターカーを動かす

リニアモーターカーで、回転子がうまく動かない子、

回転して走らない子など様々です。友達のよく走るの

と比べてみて、どこが違うかを調べ、支援者のアドバ

イスや手助けを受け、全員の子がうまく回り、走るリニ

アモーターカーを完成させました。「磁力や電流のは

たらきが少しわかった」「実験や製作は楽しいなあ」

「磁石の力はすごいなあ」など子ども達は電気や磁気

に興味や関心が深まった様子が見られました。

（１）理科活動を広げる拠点作り

　主に活動の場所として利用しているのは教育活動サ

ポートセンターですが、限られた地域の子ども達だけ

でなく広く南北の川崎の子ども達にも広げたいと思

い、各地区の小学校への出前授業、地区の市民館、生

涯学習プラザでの夏休み理科実験工作指導等を実施

してきています。

（２）指導者・支援者の充実と教材開発

①指導者・支援者の充実

私達の団体は現在１５名の退職した小学校の教員が

中心となって活動していますが、活動の広がりととも

に指導者の手薄さを感じます。

仲間を募り、育成していくことも活動の充実につなが

ることになります。

②新しい教材の開発を心がける

原理やはたらきがわかりやすく、子ども達が製作で

き、充実感を持つことができる教材開発は欠かせませ

ん。各自が生物分野、化学分野、物理分野などの実験

工作などの改善や開発に努力しています。

イチゴパック
果物の切れ端を
入れる

簡易トラップを地面においた物

ハンガー

ビニル傘
懐中電灯
発泡スチロール
の箱

図２ ビニル傘に懐中電灯をつるし、
その下に発泡スチロールの箱を置いておく



⑤製作ではただ作って浮かべて走らせるだけでなく、友

達と見比べたり、違いに気づいたり、走るしくみに興味

を持つ子が多く見られました。

（２）夜の昆虫採集をしよう

①子ども達、特に男の子は虫が大好きです。宿泊行事で

行った昆虫採集の実践活動を紹介します。

②夜に活動する昆虫の採集方法に興味を持たせます。

グループで活動することとし、力を合わせてトラッピ

ングなどの採集にチャレンジさせ、昆虫を通して身近

な生き物への関心を高めます。

③採集のためのトラッピング作り

イチゴパックの中に桃

などの果物を入れ、落

ち葉をかぶせて地面に

置く。

ビニル傘を木につるし

その中に懐中電灯（LED電気）をつけておく。下に発

泡スチロールの箱を置いておく。

④子ども達は夜の離れた場所での昆虫採集や観察には

慣れていませんでしたが、いろいろな方法で様々な虫

を捕ることができました。

⑤また捕らえた昆虫を観察した後、離してやったとき、

「また会おうね」と言った言葉が印象的でした。

（3）リニアモーターカーを作ろう

　電気や磁気は目には直接は見えませんが日常生活の

中で色々なものに磁石が使われています。

　この実験工作活動では、永久磁石に近づけたコイル

に電流を流すとコイルが回転しながら走るリニアモー

ターカーを製作して、電流と磁力の働きに興味を持た

せます。

① リニアモーターカー作り

電流の流れる方向の変化で極の方向も反対になる電

磁石の性質と永久磁石の性質を利用してアルミ棒の

上を回転して動くリニアモーターカーを作ります。

②回転子作り

ヘアカーラーを利用してエナメル線を２０回程度丁寧

に巻いていきます。

巻き終わったら両端のエナメル線の被覆を半分だけ

やすりで削り、電気が通るようにします。

　私たち理科グループは活動を始めて１０年の歳月が

たちます。学校での理科授業とはまた違った実験や工

作活動を重視した科学教育を行ってきました。「自然へ

の興味や関心の高まる理科活動」「見る目感じる心が育

つ理科活動」を目指してきました。合い言葉は「子たち

に力を」です。

　活動場所の制限、予算のあまりない中で身近な素材を

教材化して取り組んできました。100円ショップを回り、材

料を仕入れ、教材にするための加工をし、子ども達にとっ

て生き生きとした活動となるよう取り組んできています。

　その実践例を紹介いたします。

（1）ぽんぽん蒸気船を作ろう

①ねらいや子どもの活動紹介

水を加熱すると水蒸気にな

り、体積が大きくなって物

を動かす力が発生すること

②蒸気エンジン

直径2ミリのアルミパイ

プを単２乾電池に３回程

度巻きエンジンを作りま

す。この部品は指導者が

あらかじめ用意します。

（ＤＩＹ店で材料購入）

③船体

船の製作は集成材を利用して長さ１５㎝幅６㎝厚さ1５

㎜の船体を用意する。

④燃料は固形燃料を半分に切って使用

釜はドリンク剤の容器を利用します。舵は牛乳パック

を四角く切り。つまようじで舵を作りアルミテープを

貼って完成させます。

製作には１時間３０分程度かかりますが、達成感があ

り、蒸気船の走るしくみに興味関心を持ちました。
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③木の台へのフェライト磁石の取り付け 

フェライト磁石を両面接着テープで同じ極を上にして

貼り付けていきます。

④木の台へのアルミ棒、スイッチ、電池ボックスの取り付け

これで完成です。

⑤リニアモーターカーを動かす

リニアモーターカーで、回転子がうまく動かない子、

回転して走らない子など様々です。友達のよく走るの

と比べてみて、どこが違うかを調べ、支援者のアドバ

イスや手助けを受け、全員の子がうまく回り、走るリニ

アモーターカーを完成させました。「磁力や電流のは

たらきが少しわかった」「実験や製作は楽しいなあ」

「磁石の力はすごいなあ」など子ども達は電気や磁気

に興味や関心が深まった様子が見られました。

（１）理科活動を広げる拠点作り

　主に活動の場所として利用しているのは教育活動サ

ポートセンターですが、限られた地域の子ども達だけ

でなく広く南北の川崎の子ども達にも広げたいと思

い、各地区の小学校への出前授業、地区の市民館、生

涯学習プラザでの夏休み理科実験工作指導等を実施

してきています。

（２）指導者・支援者の充実と教材開発

①指導者・支援者の充実

私達の団体は現在１５名の退職した小学校の教員が

中心となって活動していますが、活動の広がりととも

に指導者の手薄さを感じます。

仲間を募り、育成していくことも活動の充実につなが

ることになります。

②新しい教材の開発を心がける

原理やはたらきがわかりやすく、子ども達が製作で

き、充実感を持つことができる教材開発は欠かせませ

ん。各自が生物分野、化学分野、物理分野などの実験

工作などの改善や開発に努力しています。

今後の活動にあたって2


