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【要旨】

子どもゆめ基金助成の「機械工作体験スクール」について，その概要と実施結果を報告する。

参加者の小学生は，初日に工作機械を見学・体験した後，自由に好きなモノを設計し，二週間後

の第二日目に設計したモノを自らが機械工作により製作した。初日の設計時には，実際には製作

が不可能なモノを設計していた小学生が，二日目の機械工作を実施する過程で，“実現可能な設

計”について自然に学ぶ過程が見られた。また，このような自由設計プラス製作という講座は，

実施担当者の負担が膨大なものではあるが，参加者の小学生の満足感・達成感が相当高いものに

なることが分かった。
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� はじめに

本報告は，青少年（特に小学生）を対象とし

たモノづくり教育の実践報告である。

筆者は，これまで福井大学工学部機械工学科

の教員とともに，福井大学の開放・地域貢献事

業の一環として，表１に示すような，主婦を対

象とした「賢い主婦への出発講座」と，小中学

生を対象とした「機械工学大好き講座」の実施

にたずさわってきた。「賢い主婦への出発講座」

は，日常生活で遭遇する様々な疑問に対して，

デモ実験を行いながら面白おかしく，主婦の

方々に科学・技術の面白さを知ってもらう講座

であるが，真の目的は，日常一番子供と接する

機会の多いお母さんが科学・技術に興味を持つ

ことで，子供の理科嫌い・理科離れを防ぐこと

にある（１）。一方，小中学生を対象とした「機械

工学大好き講座」は，直接子供に科学・技術（特

に機械工学）の面白さを実感してもらうため，

エンジンや風車といった様々なモノづくりを体

験する講座である。これらは幸いなことに，文

部科学省の科研費研究成果公開促進費や独立行

政法人国立オリンピック記念青少年総合セン

ターの子どもゆめ基金等の助成を受けて実施す

ることができた。

本報告は，表１の講座の内，末尾に記されて
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いる「子どもゆめ基金 機械工作体験スクール」

を取り上げ，講座の概要紹介と実施結果につい

て，筆者がメンバーを代表して報告する。

� 「機械工作体験スクール」講座

１ 概 略

平成１４年１０月５日（土）の午後と１０月１９日（土）

の終日の２回にわたり，「機械工作体験スクー

ル」が実施された。主催は，福井大学機械工学

科の教員７名，福井大学機械工場技官を主とし

た技官１０名の合計１７名により構成される福井大

学メカエンジニアーズ（代表：後藤善弘教授）

である。福井大学大学院機械工学専攻の大学院

生等１７名の協力員の助けを借りて，総員３４名が

この講座の実施に当たった。講座の対象者は福

井県内の小学生で，募集定員２０名のところ，１５

名の参加があった。

２ 初日のスケジュールと実施内容

初日（１０月５日）の午後１時から約１時間に

わたり，講座全般の説明とミニ講義「機械工作

でできること」を行った。ミニ講義では，機械

（モノ）ができるまでの手順，すなわち構想→

概念設計→詳細設計→加工というプロセスを説

表１ これまで筆者が関係してきた主婦・子供対象の講座一覧

講 座 名 と 内 容 実 施 日

賢

い

主

婦

へ

の

出

発

講

座

賢い主婦への出発�（泡、自動車、メガネ、熱） 平成９．３．１５

賢い主婦への出発�（綱引き、アルミホイル、コンピュータ、天気予報、天ぷら、

お好み焼き）
平成９．１０．２５

賢い主婦への旅立ち�（女性の体温と健康、IHジャー炊飯器、ゴミとプラスチック） 平成１１．７．１７

賢い主婦への旅立ち�（子産み・子育ての安全、電磁波の安全性、エアバッグと

シートベルト）
平成１２．７．１５

賢い主婦への出発シリーズ（科学を知れば暮らしが変わる） 平成１２．７．２５

賢い主婦への出発（環境セミナー） 平成１２．９．２９

賢い主婦への出発シリーズ（科学を知れば暮らしが変わる） 平成１２．１０．１

賢い主婦への旅立ち�（賢いホームページの作り方） 平成１３．６．２

賢い主婦への旅立ち�（賢いホームページの作り方） 平成１３．１２．１５

賢い主婦への旅立ち�（ストップ・ダイオキシン、火災の原因と予防法、トンネル

火災煙の流れ）
平成１４．７．１３

賢い主婦への出発シリーズ（かみやま樂集塾） 平成１４．９．２７

機
械
工
学
大
好
き
講
座

科研費 研究成果公開促進費「小型エンジンの分解・組立にチャレンジ」 平成１１．８．２３～２４

福井大学子ども開放プラン「夢を組み立ててみよう」 平成１２．６．２４

科研費 研究成果公開促進費「手作り風車で電気を作ろう」 平成１２．８．７～１１

子どもゆめ基金「ふしぎ？やってみよう！おもしろ科学あそび」（福井西子ども劇

場主催）
平成１４．２．９

武生市神山公民館「不思議な謎解き」 平成１４．６．１５

子どもゆめ基金「小型自動車の分解・組立にチャレンジ」 平成１３．８．１８～１９

子どもゆめ基金「サマーサイエンススクール２００２」 平成１４．８．２２～２３

子どもゆめ基金「機械工作体験スクール」 平成１４．１０．５～１９

（その他に，福井大学オープンキャンパスにおいて同様の講座を実施してきた。）
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明した後，旋削加工・穴空け加工・フライス加

工・研削加工等の各種機械工作の様子をOHP

を用いて説明した。解説の中にはどうしても専

門用語が出てしまうため，ミニ講義の内容は

少々難しかったようであるが，機械工作のあら

ましは理解してもらえたものと感じた。

その後，約１時間半にわたり，福井大学機械

工場内において，NC旋盤・MCによる自動加

工の見学を行った後，旋盤・フライス盤・ボー

ル盤・切断機による各種機械加工とオス・メス

のねじ切り体験を行った（図１）。さらに，鉄

材の溶接体験を行った。もちろん参加者の小学

生が単独でこのような工作機械を操作すること

は極めて危険であるため，これらの機械工作は

技官が行い，操作する際に小学生の手をハンド

ルやレバーにそっと触れさせる，という程度の

体験である。それでも小学生は，金属（主に鉄

鋼材料）が削られたり切断されたりする様子を

初めて目の当たりにし，その手に金属が削れる

際のかすかな振動を体感し，大変な喜びようで

あった。

初日の最後は，自由設計である。各種機械工

作体験をもとに，各小学生が作りたいと思うモ

ノを思い描き，それを設計図にした。設計品さ

れたモノは，ベンチ，トンボ，バッターボック

ス用の枠，スコアボード，ミニ本棚，ぬいぐる

み用ぶらんこ，パソコン台，透明二重カップ，

包丁台，ピストル型貯金箱，太陽電池駆動リモ

コン車，リモコン駆動式戦車型貯金箱，宇宙船

と発射台，カラー照明型車，とバラエティに富

んだモノであった。この自由設計には約１時間

半をとり，小学生が自由に考え描いている側

で，スタッフが適宜アドバイスを与えた。すな

わち，小学生が思い描く好きなモノは，大抵の

場合は機械工作による作成が全く実現不可能な

モノであることが多く，できる限りその場で修

正を図るよう努力した。

３ 初日と二日目の間の準備作業

初日（１０月５日）と二日目（１０月１９日）の間

の二週間には，想像以上の準備作業が必要と

なった。小学生の自由設計図は，その場で修正

を図ったとはいえ，その後具体的な作成手順を

考えると難しいモノが多かった。そのため以下

の手順をふんだ。まず，自由設計図に極力近く

て実際に作成可能なモノの設計図を描く。その

際には，必要となる材料や部品をリストアップ

し，予算を超えないことと，二日目の１日のみ

で作成可能となるよう調整する。その修正設計

図を小学生の自宅へFAXで送信し，作成する

モノの変更を確認してもらい，承認を受ける。

その後，必要な材料や部品を購入した。福井大

学メカエンジニアーズのスタッフは教員あるい

は技官であり，二週間の間にこれらの作業を，

協力員（大学院生）の全面的なバックアップの

もとで行うことは，かなりの負担となった。

４ 二日目のスケジュールと実施内容

二日目（１０月１９日）は，午前１０時から２時間

と午後１時から約３時間をかけて，修正設計図

に基づき，機械工作を行った。基本的には小学

生１人につき協力員の大学院生１名が付き添

い，工作機械での加工作業から机上での細かな

作業全般にわたりアドバイスと安全注意に気を図１ 旋盤加工体験の様子（第１日目）
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配った。技官は，主に各工作機械での作業を指

導し，教員スタッフは全般的にアドバイスを

行った。

作成物により当然作業量や難しさが異なるた

め，あらゆる指示とアドバイスがマンツーマン

指導となった。また，作業終了時間も作成物

（各小学生）により大きく異なる結果となった。

図２�～�は，作成物の例である。

� 実施して分かったこと・感じたこと

１ モノづくりと設計の真の理解への第一歩

�の２で述べたように，小学生の自由設計図

では実際には作成不可能なモノが多かった。こ

れは当たり前のことであり，機械工学科に入学

してくる学生に対する教育の最大の目的の１つ

が，この「モノづくりと設計の真の理解」すな

わち実際に作成可能で意図した機能を発揮する

モノを設計する能力である。大学生が数年間か

けて習得できるかどうか分からない能力を小学

生に期待すること自体無理なことである。

しかし，二日目に実際に機械工作を行いなが

ら，スタッフが「なぜ最初の自由設計図をこの

ように修正したのか」について実物と実作業を

通して説明すると，小学生も非常に納得してい

たように思えた。この「モノづくりと設計の真

の理解」は，厳密には大学で学ぶ専門科目等の

習得と加工実習無しでは得られないものではあ

るが，その第一歩は確実に参加小学生達が踏み

出したと確信した。また，このような「モノづ

くりと設計」の視点をわずかでも持ちながら日

図２� 作成物の例（ミニ本棚） 図２� 作成物の例（ロケットと発射台）

図２� 作成物の例（ベンチ） 図２� 作成物の例（太陽電池駆動リモコン車）
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常生活を過ごすことは，少なからず興味深いこ

とであり，モノづくりへのさらなる関心を深め

ることになると期待している。

２ 参加者と実施者の喜びと負担の関係

参加小学生の満足感はかなり高かったことが

アンケート調査により分かった。全員が，「楽

しかった」「満足した」と回答し，その理由の

第一は，自由に好きなモノを作成することがで

きたから，と答えている。その意味で，この講

座は大成功であると言える。

しかし一方，参加小学生が満足した第一の理

由そのもののため，実施者の負担は想像を超え

るものとなった。このような講座を実施するこ

とが第一の職務ではないスタッフにとって，参

加小学生が大変満足して講座を終了する姿を見

ることは大きな喜びではあるが，負担の大きさ

は反省点として挙げられた。次回同様の講座を

実施する際には，自由設計プラス製作というス

タイルではなく，ある程度作成物を限定するべ

きではないか，という意見が終了後に集まった

のは，実施者の事情から考えて妥当な線であろ

う。

このような参加者と実施者の満足感と負担の

度合いを，うまく事前に検討して計画を練る重

要性を痛感した講座となった。

� おわりに

「機械工作体験スクール」の実施内容と結果

についてまとめた。このような講座の実施経験

を積み重ね，反省と改善を繰り返すことで，青

少年教育に少しでも多く貢献できるような体制

を整えていきたい。
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