
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 

実施担当者 今治自然科学教室 

会長 村上 圭司 

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、59年間

途切れることなく続き、通算 638回の教室を開催することができました。 

昨年度より、「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、教

育センター等と連携しながら、「子どもたちの自然科学への興味・関心を高め、理科の力を向上さ

せる」「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、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 180人（小学生 155人、一般１人、教員 24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９回実施（２教室が中止、１教室が内容変更） 

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、教育関係団体よりの依頼……本年度は計５回実施 

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 
４/20 植物の観察「春の野草」 しまなみアースランド 155人 
５/19 地層、断層、化石の観察 海上（滑川渓谷） 133人 
６/８ 科学教室 堀江公民館 16 人 
６/15 海浜植物、磯の生物の観察 小島 天候悪化により中止 
６/17 出前授業 乃万小学校 97 人 
７/６ 昆虫の観察 藤山健康文化公園 135人 
８/８ レッツ・エンジョイ・サイエンス 玉川中学校 37 人 
８/９ 愛媛県の自然、海洋資源 愛大ミュージアム、愛媛県栽培資源研究所 97 人 
９/７ 水生昆虫の観察 鈍川渓谷 112人 
10/19 変成岩の観察 曉雨館、関川 天候悪化により中止 
11/16 秋の植物、どんぐり 玉川地域 113人 
11/23 わくわく実験教室 地場産業振興センター 20 人 
12/７ 野鳥観察 竜登川河口付近 119人 
１/17 とべ動物園見学 とべ動物園 135人 
２/１ 冬山の自然 石鎚山成就社 積雪がなく中止 
２/12 環境子ども会議 五十崎自治センター 140人 
３/７ 学習発表会と講演→野草調査 総合福祉センター→乃万地区周辺 野草調査に変更 

<４月 20 日> 平成 31 年度・令和元年度開校

式。「今治自然科学教室の約束」を守ること

を誓いました。①元気に出発しっかり勉強し

ます。②命にやさしく自然から学びます。③

礼儀正しく人の話を聞きます。④「愛媛の自

然」を読んで参加します。 

<５月 19日> 東温市「滑川渓谷」で、地層や

化石、岩石について学習しました。市街地では

見られないダイナミックな露頭や美しい渓谷

を堪能しました。指導者が語る「地層から読み

取れる大地の動き」を興味深く聞きました。ま

た、植物化石や高温水晶も見つけました。 

<６月17日> 植物分野で国際的に活躍されて

いる東北大学大学院教授渡辺正夫先生を招い

ての出前授業。命を受け継いでいくための植

物の巧みな戦略について、実際に野菜を切っ

たり、クイズに挑戦したりしながら楽しく教

えていただきました。本物の博士との触れ合

いは貴重な体験となりました。 

<８月８日> 夏休み、自然科学に興味のある

小中学生を対象に「レッツ・エンジョイ・サイ

エンス」を開催。子どもたちは４分野に分か

れ、それぞれのテーマの下、興味深い実験を

通して科学の知識を深めました。物理：大気

圧と真空実験、化学：染色実験、生物：植物細

胞の観察、地学：化石と地球環境



<８月９日> 愛媛大学ミユージアムで、地球

の歴史、ふるさとの自然環境や生態系、昆虫

等について学習しました。全国的にも充実し

ていることで有名な愛媛大学の昆虫標本を間

近で見ることができました。昆虫が大好きな

子どもたちはメモを取りながら、熱心に見学

しました。 

<９月７日> 蒼社川上流「鈍川渓谷」で、水生

昆虫の生態について学びました。一見、生物が

いそうにない川底にも、小石を持ち上げると水

中生活に適応したカゲロウやカワゲラ、トンボ

の仲間が見つかります。また、講師の先生から

自然環境と水生昆虫の生息域との関係につい

ても教えていただきました。 

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５回実施 ○ フィールドワーク８回実施（内２件は同日開催）

【教員・教育関係者への研修や学生への講座】 

○ 大学での講座１回実施（２コマ） ○ 保育者研修会１回実施

月/日 活 動 内 容 開 催 場 所 参加者数 

５/12 フィールドワーク：地層、断層 海上（滑川渓谷） 10 人 

６/１ 理科教育研修会：食物連鎖、地球環境 土居小学校 26 人 

６/21 フィールドワーク：海洋資源、施設見学 愛媛県栽培資源研究所 ４人 

６/26 保育者研修会：自然体験 樋口保育園 16 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 ８人 

７/６ 若手教員研修：化石 乃万小学校 ６人 

７/26 小学校理科実技研修会：空気の対流、地層 土居小学校 21 人 

８/31 大学での講義：理科の教材開発 愛媛大学教育学部 20 人 

８/31 フィールドワーク：水生昆虫 鈍川渓谷 ６人 

10/12 フィールドワーク：変成岩 曉雨館、関川 ８人 

11/９ フィールドワーク：秋の植物、木の実 玉川地域 ６人 

11/９ フィールドワーク：動物、施設見学 とべ動物園 ６人 

11/23 理科教育研修会：花のつくり、電磁石 土居小学校 16 人 

１/25 フィールドワーク：冬山の自然 石鎚山成就社 11 人 

２/８ 理科教育研修会：過冷却、環境問題等 土居小学校 25 人 

<５月 12 日> 東温市「滑川渓谷」にて、指導

者を中心に、現地の地質や採取できる化石、安

全な観察経路等を確認しました。 

<６月１日> 愛媛大学准教授向平和先生を

お招きし、フクロウのペレットの観察を通し

て食物連鎖について研修しました。 



<８月 31日> 愛媛大学教育学部大学院で「小

学校理科における教材開発」について講義を

行いました。 

<１月 25 日> 石鎚山成就社（標高 1450ｍ）

周辺にて、「冬山の自然」をテーマに自然観

察や観察路の整備を行いました。 

２－３ 自然科学への興味・関心を高めるための資料作り 

地域で確実に観察できる野草を掲載し

た「今治自然科学教室オリジナル植物図

鑑（第一版）」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

い評価を得て、本教室の活動に大変役立

ちました。現在、「今治自然科学教室オリ

ジナル植物図鑑（第二版）」の発行に向け、

全力で準備中です。 

令和２年度、本教室は創立 60周年とな

ります。記念行事として、第一版の再版と

第二版の制作を記念行事として行う予定

です。 

３ まとめ 

【子どもたちの体験活動について】 

体験活動を通して、子どもたちは優れた科学技術や地域の自然に触れ、学ぶことで、ふるさとの

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。 

【教員の研修・育成について】 

会長を中心に、教材や標本製作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。また、愛媛県総合科学博物館、愛媛大学、東北大学大学院等とも連携し、

活動を充実させることができました。 

【自然科学への興味・関心を高めるための資料作りについて】 

地域で確実に観察できる野草を掲載したオリジナル図鑑を制作し、子どもたち並びに講師、役員、

協力者に配布することができました。体験学習の場で役立ったばかりでなく、地域や関係者、多く

の方々から好評を頂きました。 
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