
 

 

自然科学分野において、児童生徒の興味・関心を高め、 

教員の指導力向上を目指す取組 
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１ はじめに 

 

 

 

 

 

 

 

今治自然科学教室は、地域の自然や科学技術に触れ合うことで、郷土の自然を愛し、自然や科学

から学ぶ子どもに育ってほしいとの願いの下、理科教育に熱心な教員が集まり、今治市教育委員会

の承認を得て、昭和 36年に発足しました。それ以来、毎月１回のペースで教室を開催し、今年度、

記念すべき 60周年を迎えることができました。 

平成 30 年度より、「えひめ授業の鉄人（愛媛県公認）」が会長に就任し、博物館、大学、大学

院、関係団体等と連携しながら、目標を実現するため、組織を挙げて努力しております。 

２ 主な活動の報告 

２－１ 子どもたちの体験活動 

【定期体験教室】 

対 象 者……市内小学校５年生以上の小中学生及び一般関係者 

本年度会員 143人（小学生 112人、一般１人、教員 30人） 

開 催 日……毎年 12回実施予定（月１回：土曜日）、事前研修（月１回） 

本年度は計４回実施（感染症対策等のため８教室中止） 

活動範囲……今治市周辺及び愛媛県内（徒歩、バスで日帰り可能な地域） 

 

【要請に応じて開催する体験活動】 

教育委員会、関係団体よりの依頼……本年度は計２回実施（感染症対策等のため２教室中止）  

今治自然科学教室の目的 
 

(1) 自然愛護の精神を培うとともに、科学に対する興味・関心を高め、理科の力を向上させ

るための体験教室等を実施する。 

(2) 指導法の改善や学習法の開発などに取り組む意欲的な教員を育てるための、出前授業や

研修会、講座等を実施する。 



 

 

 

月/日 活 動 内 容 開 催 場 所 参加者数 
４/18 植物の観察「春の野草」 しまなみアースランド 中止 ※資料作成、配布 
５/17 地層、断層、化石の観察 海上（滑川渓谷） 中止 
６/20 海浜植物、磯の生物の観察 小島 中止 
６月 出前授業 乃万小学校 中止 
７/４ 昆虫の観察 藤山健康文化公園 中止 
７/18 科学教室 堀江公民館 ８人 
８/６ 水生昆虫の観察 鈍川渓谷 94 人 
８/７ レッツ・エンジョイ・サイエンス 玉川中学校 58 人 
９/５ 科学工作 吹揚小学校 92 人 
10/17 秋の植物、ドングリ 鴨部地域 中止 
11/14 変成岩の観察 曉雨館、関川 71 人 
12/７ 野鳥観察 竜登川河口付近 69 人 
１/16 とべ動物園見学 とべ動物園 中止 
２/６ 冬山の自然 石鎚山成就社 中止 
２月 環境子ども会議 五十崎自治センター 中止 
３/６ 学習発表会と講演 総合福祉センター 中止 ※資料作成、配布 

 

 

 

 
<７月 18日> 松山市堀江公民館にて、近隣小

学生対象に「ものづくりと環境教育」をテー

マにした授業を公開しました。 

(1) 生命の絶滅と進化・化石のレプリカ作成 

(2) 手作り炭電池に挑戦 

 

 <８月６日> 今治市玉川鈍川渓谷にて、専門家を

招き、水生昆虫の観察をしました。豊かな自然の

中で、子どもたちは水生昆虫を観察しました。ま

た、自然環境と水生昆虫との関係等についても学

習しました。 

 

 

 
<12月５日> 今治市竜登川河口の干潟にて、

野鳥の観察を行いました。野鳥が驚いて逃げ

ないように注意しながら、バードウォッチン

グを楽しみました。干潟には、市街地では見

られない野鳥も多数観察することができまし

た。 

 <８月７日> 今治市立玉川中学校にて、市内の

小・中学生を対象に、工作や実技を取り入れた楽

しい科学教室を開催しました。 

物理分野：電磁力～見えない力の世界～ 

化学分野：染物～染めてみよう～ 

生物分野：花粉～花粉管を観察しよう～ 

地学分野：恐竜・はやぶさ２～自作望遠鏡～ 



 

 

 

 

 

<９月５日> 今治市立吹揚小学校にて、科学

工作を取り入れた楽しい教室を開催しまし

た。 

(1) 化石のレプリカ（アンモナイト） 

(2) ゴムの力で動くおもちゃ（卵とニワトリ） 

(3) 浮力を応用した手品（お魚浮沈子） 

 <９月７日> 四国中央市の曉雨館と関川にて、変

成岩を観察しました。関川の河原では、各種の変

成岩を観察・採集しました。 

(1) 曉雨館見学……エクロジャイトの学習 

(2) 関川での野外観察……観察と標本作り 

２－２ 教員の研修と育成 

【地域の小中学校教員対象の研修：実技、フィールドワーク】 

○ 小中学校教員研修会３回実施（中止２回）  ○ フィールドワーク８回実施（中止３回） 

【教員・教育関係者への研修や学生への講座】 

○ 大学での講座（感染症対策のため中止）  ○ 保育者研修会１回実施 

月/日 活 動 内 容 開 催 場 所 参加者数 

４/11 フィールドワーク：春の野草、観察地図 しまなみアースランド 13 人 

６/13 フィールドワーク：水生昆虫、渓谷の環境 鈍川渓谷 11 人 

６/29 フィールドワーク：昆虫、夏の植物 藤山健康文化公園 12 人 

６/26 保育者研修会：自然体験 今治市庁舎 16 人 

７/24 若手教員研修：化石、はやぶさ２ 乃万小学校 ６人 

10/10 フィールドワーク：秋の植物、木の実 鴨部 11 人 

10/24 理科教育研修会：植物、温度、音 妻鳥小学校 20 人 

11/７ フィールドワーク：変成岩の観察 曉雨館、関川 ８人 

11/28 フィールドワーク：野鳥の観察 竜登川河口 13 人 

12/27 フィールドワーク：動物、施設見学 とべ動物園 ６人 

２/13 理科教育研修会：理科教育指導法、木の実 妻鳥小学校 19 人 

※ 実施予定であったが、中止になったものは記載省略 

 

 

 

<４月 11 日> しまなみアースランドにて、春

の野草について研修を行いました。 

(1) 春の野草観察……カラスノエンドウ、キラ

ンソウ、キツネノボタンなど 

(2) 春の野草観察地図の作成 

 <10月 10日> 今治市鴨部地域にて、秋の野

草やドングリの調査と研修を行いました。 

(1) 採集と観察……ノコンギク、ミゾソバ、

ススキ、オギ、クヌギ、アカガシなど 

(2) 観察経路の安全確認 

 



 

 

 

 

 

<６月 27日> 小雨の中、藤山健康文化公園に

て、昆虫の調査と安全確認を行いました。 

(1) 採集と観察……ハンミョウ、トンボの仲

間、バッタの仲間、チョウの仲間など 

(2) 観察経路の安全確認 

 <10 月 24 日> 小中学校教職員対象に理科の

教材研究に関わる研修会を開催しました。 

(1) 温度変化による水・空気の体積変化 

(2) 植物（野草）の特徴と子孫を残す戦略 

(3) 音の伝わり方を調べる自作教具 

２－３ 自然科学への興味・関心を高めるための資料作り 

昨年度発刊した「今治自然科学教室オリジナル植物図鑑Ⅰ」は、子どもたちや学校関係者ばかり

でなく、その家族、地域からも高い評価を受けました。本年度、「オリジナル植物図鑑Ⅱ」を作成

し、全会員並びに学校担当者に配布することができました。 

  

３ まとめ 

３－１ 子どもたちの活動について 

感染症拡大防止のため活動中止を余儀なくされた活動もありましたが、拡大防止対策を徹底し、

可能な限り活動を継続しました。体験活動を通して豊かな自然や優れた科学技術に触れることで、

豊かな自然のすばらしさを実感し、豊かな感性や科学的に考える力を磨くことができました。 

３－２ 教員等への活動について 

会長を中心に、教材作成や標本作製等の実習を取り入れた、教員への公開授業及び研修・講座を

実施することができました。一方、愛媛県総合科学博物館、愛媛大学、東北大学大学院等との連携

については、コロナ禍であり、中止を余儀なくされる活動が多くなってしまいました。 

３－３ オリジナル図鑑作成について 

オリジナル図鑑第１版の発刊に続き、本年度第２版を作成し、会員並びに講師、役員、協力者に

配布することができました。 
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