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１ はじめに 

「科学へジャンプ」は、視覚障害のある児童生徒が科学にチャレンジする機会をつくるための全

国ネットワークの構築を目指し、科学技術振興機構(JST)の「地域の科学舎推進事業」(2009～2011)
として、鈴木昌和氏（九州大学名誉教授）と鳥山由子氏（元筑波大学教授）の呼びかけで始まった

活動である。この事業で構築した人的ネットワークにより、JST 事業終了後も全国の有志が、ボラ

ンティアで活動を継続している。 
東海地区では、盲学校教員（含 OB）や大学教員などの有志が実行委員会を構成し、地域版「科

学へジャンプ」として、東海地区在住の視覚障害のある児童生徒を対象に、これまでに、日帰りイ

ベント（内容は理科・数学・社会等の学習内容に関連する複数のワークショップである）を 5 回、

ワークショップの内容を向上させるための研修会を 3 回、実施してきた。 
2017 年度は、本助成により、11 月 25 日（土）に、日帰りイベント「科学へジャンプ・イン・浜

松」を、またそれに先立つ 9 月 30 日（土）に、ワークショップ内容を一層充実させるための事前

検討会を、ともに、浜松視覚特別支援学校を会場として実施した。本成果報告書では、これらの活

動について簡単に報告する。 
 

２ ワークショップ事前検討会 

「科学へジャンプ・イン・浜松」で実施するワークショップ内容の事前検討会を、9 月 30 日（土）

に浜松視覚特別支援学校を会場として実施した。実行委員以外にも、できるだけ多くの盲学校関係

者（特に教員）に参加してもらえる様、東海地区の盲学校長宛に参加呼びかけを行った。当日は東

海地区の盲学校教員を中心に 32 名が参加した。当日のプログラムを表に示す。 
この検討会では、まず、参加教員の研修として、浜田志津子氏（筑波大学附属視覚特別支援学校）

を講師に招き、「液体や気体の中での浮き沈みを調べてみよう」と題する実験を参加者全員で体験

した。大きな重い氷が水の中では浮く様子を、実際に氷を手に持って体験したり、養生シートで作

った軽くて大きな風船を、皆で手に持ち、中に温かい空気を入れて膨らますと、次第に浮きあがる

様子を体験したり、とても面白く、各学校の授業でもやり易い実験であった。写真 1 は実習風景の

１コマである。 



 

 

次に、それまでの実行委員会で決定してきた、実施

予定の各ワークショップの内容を含む準備状況の報

告と、それに対する意見交換を行った。「科学へジャ

ンプ・イン・浜松」では、弥生時代の琴に似た楽器を

手作りしてその音を聞いたり、お茶の美味しい淹れ方

と題して日本茶について学ぶなど、静岡県ならではの

ワークショップを、外部講師と盲学校教員とのコラボ

レーションで企画している事もあり、この様な内容と

なった。 
 
 
 
 

ワークショップ検討会プログラム 
時間 内容 

10:00 ∼ 10:10 はじめに 
10:10 ∼ 12:00 「液体や気体の中での浮き沈みを調べてみよう」 

身近な氷、水、空気を題材にして、遊びながら体験を増やす 
実験の模擬ワークショップ 

浜田志津子（筑波大学附属視覚特別支援学校） 
12:00 ∼ 13:00 昼休み 
13:00 ∼ 14:30 イン・浜松でのワークショップ準備状況の報告及び意見交換 
14:30 ∼ 15:10 浜松視覚特別支援学校施設見学 

 

３ 科学へジャンプ・イン・浜松 

募集概要を決定後、各盲学校の実行委員を通して、9 月上旬から募集チラシを配布し、参加児童

生徒の募集を開始した。一般校に在籍する視覚に障害のある児童生徒に対しても、各盲学校で把握

できる範囲内で、できるだけの広報に努め、11 月 3 日に募集を締切った。参加児童生徒数は 22 名

（うち 1 名は兄弟参加の健常者）であり、小学

校 3 年生から高校 3 年生まで幅広く分散した。

各児童生徒の学力などを考慮しつつ、新しい友

達を得る機会でもあるので、できるだけ別学校

の児童生徒同士での組分けとなる様に配慮し

て、参加ワークショップへのグループ分けを決

定した。 
各ワークショップの教室と開閉会式会場の準

備、ワークショップ補助者の手配、受付、駐車

場管理など、当日までに非常に多岐にわたる役

割分担が必要であるが、その多くは、会場校で

ある浜松視覚特別支援学校の教員有志に負う所

が大きかった。また、参加児童生徒のワークシ

ョップ会場への誘導に関しては愛知教育大学特

別支援学校教員養成課程の学生 14 名が担当し

た。これらスタッフの役割分担に際しては、全

員が、午前か午後のいずれかのワークショップ

の時間帯に、ワークショップを自由に見学でき

るよう留意した。 

科学へジャンプ・イン・浜松プログラム 

時間 内容 

10:00 ∼ 10:30 
 

 

参加者受付 

10:30 ∼ 10:50 
 

 

開会の集い 

10:50 ∼ 11:00 移動 

11:00 ∼ 12:30 
ワークショップⅠ 

保護者向け企画Ⅰ 

12:30 ∼ 13:20 
 
 

昼食 

13:20 ∼ 13:30 移動 

13:30 ∼ 15:00 
ワークショップⅡ 

保護者向け企画Ⅱ 

15:00 ∼ 15:10 移動 

15:10 ∼ 15:30 
 

 

閉会の集い 

写真 1 



 

 

実施したワークショップは、佐々木幸弥氏（武蔵野美

術大学）と足立洋一郎氏（浜松視覚特別支援学校）に

よる「弥生時代の楽器を作ろう、奏でよう」（写真 2）、
長谷川吉朗氏（はまきた園）と伊藤嘉奈子氏（浜松視

覚特別支援学校）による「お茶のおいしい淹れ方教室」

（写真 3）、嶋和彦氏（浜松楽器博物館）による「ア

フリカの楽器を演奏してみよう」（写真 4）、矢島渚

人氏（静岡視覚特別支援学校）による「電子レンジで
いろいろな物を温めてみよう」（写真 5）、鳥山由子

氏（科学へジャンプ地域版代表）による「鳥の大きさ

（タッチカービングを使って」（写真 6）の 5 つであ

った。 
また、付添いで参加された保護者向けプログラムと

して、午前には、各ワークショップの会場を盲学校教

員が案内しながら、内容や工夫点を解説する見学会を

実施した。午後には、「卒業後の生活に向けて～子育

てのヒント～」と題する、浜松ゆかりの人たちによる

パネルディスカッションを実施した。中王子みのり氏

（浜松盲学校卒業生）、五十嵐正吾氏（浜松視覚特別

支援学校教諭）、斯波千秋氏（NPO 法人六星ウイズ代

表）をパネリストとし、松岡悟氏（指定就労継続支援

Ｂ型事業所、視覚サポートなごみ）の司会で、とても

和やかな雰囲気で行う事ができた（写真 7、8）。 
当日の参加者は、生徒 19 名（欠席 3 名）、保護者

17 名、外部講師 9 名、スタッフ 61 名（うち浜松視覚

特別支援学校 18 名、愛知教育大生 14 名）、見学者 9
名であった。参加生徒と付添いの保護者に対しては簡

単なアンケートをお願いし、閉会式後に回収した（生

徒 19 名分、保護者 17 名分）。その結果によると、「ま

た参加したいですか？」という問に対して、生徒 6名、

保護者 10 名が「積極的に参加したい」、生徒 12 名、

保護者 7 名が「機会があれば参加したい」と回答する

など、生徒にとっても保護者にとっても満足度の非常

に高いイベントであった事がうかがわれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

写真 3 

写真 2 

写真 5 

写真 4 

写真 6 



 

 

 

４ 実行委員会など 

今年度の活動を円滑に進めるために、計 3 回の実行委員会（7 月 17 日,9 月 30 日,11 月 12 日）を、

浜松視覚特別支援学校で実施し延べ 36 名の実行委員が参加した。また、6 月 25 日に筑波大学附属

視覚特別支援学校で開催された「視覚障害児のための科学へジャンプ地域版フォーラム 2017」に、

浜松視覚特別支援学校から 2 名参加し、全国の各地域版の現状などの共通理解に努めた。12 月 26
日にコクヨホールで行われた、平成 29 年度中谷財団科学教育振興助成の成果発表会に、岐阜盲学

校と浜松視覚特別支援学校から各 1 名の生徒が参加した。そこで日経サイエンス賞を受賞できた事

は、特に、彼らにとって大きな励みになったと考える。 
 

５ まとめ 

今年度も、中谷財団の助成金を得て、ワークショップ内容事前検討会と「科学へジャンプ・イン・

浜松」の、2 つの大きなイベントを企画・実施する事ができた。前述のアンケートの結果からもわ

かる通り、個々のワークショップを通して参加生徒に良い刺激を与える事ができた。更に、スタッ

フや見学者として参加した教員にとっても、得るものの多い内容であったと考える。また、新たな

外部講師の方々とのつながりもでき、それにより新規ワークショップ内容も 3 件増やす事ができ

た。 
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