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1. 目的

　近年叫ばれている子どもたちの「理科離れ・

物理嫌い」対策は日本の教育において重要な

課題である。この解決のために，チャレンジ

に満ち満ちた遊園地は「巨大な科学実験室だ」

という認識に立って，青空科学体験教室を地

元の遊園地で 8 年前から毎年実施してきた。

そこでのアトラクションを心から楽しみなが

ら科学を身近に感じてもらい，地域からノー

ベル賞を目指す人材を育てようという取り組

みである。

　活動における先進的かつ具体的な目的は，

以下の 3 点である。

①スケール・感動の大きい体験で，地域から

科学技術に突出した人材を育成する。

②適切な物理教材によって科学的思考力を育

成し，理科・物理好きを増やす。

③怖い乗り物にもビクつかない勇気と冷静さ

を持つチャレンジ精神を育成する。

2．遊園地イベントの概要

　「遊園地で科学を楽しむ日（物理の日）」と

題した科学体験学習会は，平成 13 年度に開

始した。小学生（3 ～ 6 年生）・中学生を対

象とし，学校が夏休みである 8 月初旬に，

午前 ( 午前 10 時～午後 1 時 )・午後（午後

1 時～午後 4 時）の二部構成で毎年開催して

いる（写真 1・2）。また，8 月の本大会に参

加できない子どものため，5 ～ 7 月の休日に

遊園地は巨大な科学実験室だ！

八 木 一 正　　名 越 利 幸　　谷 村 佳 紀　　加 藤 由 佳　　澤 内 大 樹

Amusement park is a huge Scientific Laboratory !

YAGI ichimasa   NAGOSHI tosiyuki   TANIMURA yoshiki   KATO yuka   SAWAUCHI daiki

岩手大学教育学部 (Faculty of Education Iwate University)

【要旨】

　遊園地は楽しい力学体験の宝庫，ジェットコースター一つ取ってみても，子どもにとっ

てワクワクする非日常的な面白物理体験が一杯である。これを「遊園地は巨大な科学実験室

だ！」という視点に立って，子どもの理科離れ・物理嫌い対策として，300 人規模の「科学

体験学習会」を地元の遊園地で 8 年前から毎年実施してきた。そこでは，楽しみながら「科

学する心」を育てるだけでなく，怖い乗り物にも動揺しない勇気と冷静さやチャレンジ精神

を持つ子どもの育成にも繋がり，「地域からノーベル賞を目指す人材を育てよう」という取

り組みで，地域の期待も大きい。本論文では，これまで 8 年間に渡るこの科学体験学習会の

経緯・成果，今後の課題や展望について紹介する。
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人数を制限した小規模体験学習会も行ってい

る。第 8 回になる今年度は平成 20 年 8 月 8
日（金）に本大会，6 月 14 日（土）に小規

模学習会を開催した。初期の頃は高校生も対

象にしていたが，部活・塾通いなどが原因で

参加者が少なかったので，第 3 回から小中

学生に特化して夢を育てている。

写真 1 イベントの開会式のステージ側 

写真 2 開会式での説明を聞く子ども達

　会場は，盛岡市内にある自然に囲まれた遊

園地「岩山パークランド」（写真 2）を毎年使

用してきた。遊園地側の好意によりこのイベ

ントは参加費無料で，会場設営や準備等でも

多くの協力をいただいている。

　実施資金については，独立行政法人国立青

少年教育振興機構の「子どもゆめ基金」を活

用し，遊園地での学習イベントを開始してか

ら 8 年間援助いただき高い効果を上げてい

る。地域でも好評で，毎年多くのテレビ局や

新聞社の取材を受けた（一例；写真 11）。Ｎ

ＨＫからは全国放送もされ，認知度も向上し

たと推察できる。

3．参加者の募集方法と参加状況

　参加者の募集方法は，作成した告知ポス

ターの県内の小・中学校，スーパーマーケッ

ト，百貨店等への配布，告知広告の県情報誌

等への掲載という形をとっている（写真 3）。
盛岡市に近い秋田県の学校にも一部配布して

いる。

　また，イベント団体代表のホームページ上

でも募集の告知を行い，官製はがきとメール

により参加を申し込んでもらっている。参加

者には，参加案内・保護者への案内・乗り物

フリーパス引換券・事前アンケートを送り，

イベント当日に事前アンケートの回収とフリ

ーパスの配布を行っている。フリーパスは紛

失防止と遊園地のスタッフに分かりやすいよ

うにするため，シールにしている。

　また，8 年間合計で 1100 人以上の子ども

がこのイベントに参加している。参加者は毎

年増加傾向にあったのだが，昨年の第 7回は

大阪の遊園地エキスポランドでのジェットコ

ースター事故や当日の悪天候の影響から過去

最低の参加者人数となった。今年度は遊園地

の安全性が理解され，当日の天候にも恵まれ

ていたため，参加者は昨年よりも増加した。

写真 3　告知ポスター（H.20 年度）
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なお，参加する子どもの約半数は保護者が同

伴して，親子で取り組む微笑ましい姿も見ら

れた。この種の家族や大会関係者等を含める

と，8 年間で延べ 2000 人以上によるイベン

トである。

　今年の事前アンケートの回答によると，

初参加は全体の約 3 分の 2 で，残りは昨年

やその前にも参加したことのあるリピーター

であった（図 1）。また，参加理由は，「学校

でポスターを見て来た」，「友達に誘われてき

た」というのが最も多い。他にも中学校の科

学部や地域の子ども会等，団体での参加も見

られ，広く告知をする効果が得られたと考え

ている。

図 1  子供の参加回数 (H.20 年度 )

4．体験学習当日の実施経緯

　受付でフリーパスの引き換えと事前アンケ

ートを回収後，子どもたちに学習テキストを

配布する。この学習テキストは 30 ページ程

度で，小学生用・中学生用と二種類に分けて

製作したものである。内容は学習の目的，注

意事項，学習手順，測定器の説明，遊園地マ

ップ，各アトラクションの特徴・問題等であ

る。問題は分かりにくいと指摘を受けた部分

を改善し，リピーターのために問いを変更し

て毎年違うものを用意している。

　次に体験学習の説明については，開会式を

中央ステージで行い，開会宣言，開会の言葉，

遊園地代表の挨拶，体験説明（写真 4）と注

意事項の説明と言う流れである。その中で，

特にジェットコースターの原理は，超電導を

使ったミニコースターの実演や，様々なデモ

実験を交えながら，丁寧に説明した。開会式

終了後，子どもたちは乗り物での体験学習を

自分の好きな順番で行う（写真 5）。各アト

ラクションの近くに学習コーナーを設置し，

配置された学生スタッフが体験学習の手助け

をする指導体制である（写真 7）。

写真 4　開会式での説明風景 写真 5　体験学習の様子（膝元に G計）
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　学生スタッフはアトラクションの説明を

し，体験前の予想を子どもにさせる。そして

実験器具を持ちアトラクションに乗り，体験

終了後学習コーナーにてテキストに結果を記

入し，問題を解く。その際に学生スタッフが

子どもの支援を行い，問題を解き終えたら次

のアトラクションへ向かう。2 時間ほど，こ

の体験学習は行われる。

　体験学習が終わると，中央ステージに集ま

り閉会式を行う。閉会式終了後，参加者は事

後アンケートを記入し，提出して解散となる。

この一連の流れで午前の部・午後の部が行わ

れる。

5．体験学習における主な学習内容

　体験学習における学習内容は大きく分ける

と，①時間測定，②角度測定，③Ｇ（加重力）

測定，の 3 つになる。

　①の時間測定は例としてゴーカートや観覧

車があり，ストップウォッチを用いる。時

間を測定することで，ゴーカートでは速さ，

観覧車では周期を求める。

　②の角度測定は観覧車の角度を測定し，三

角比からその高さを求めるという内容であ

る（写真 8）。角度の測定にはこちらで製

作した角度測定器を用いる（写真 9）。
　③のＧ（加重力）測定がメインの学習内容

であり，このＧの概念を子どもたちに理解

してもらうことが一番のねらいである。Ｇ

というのは，体重の何倍の力が働いている

かを示すものである。例えば，体重 50kg
重の人が 4 Ｇの力を受けると，50 × 4 ＝

200kg 重の力が働くことになる。また，1
Ｇは通常の状態で，0 Ｇは無重量状態を意

味する。

　Ｇ測定器（Ｇ計）はペットボトルの内部に

玉を入れ，上下のバネによって固定した手作

りの一種のバネ量りで，改良を重ねた独自の

開発品である（写真 10）。内部の玉が上下に

移動するとペットボトルの外側の二つの輪が

動き，玉の上下の最大最少変位が記録できる

というピークホルダーの作りになっている。

例えば，この測定器を持ち，ジェットコース

ターに乗った場合，レールの谷の部分では玉

が下に移動して最大Ｇを記録し，体が沈むよ

うに感じる。逆に山の部分では玉が上に移動

し最小Ｇを記録し，体が浮くように感じる。

この重力体験を通して，Ｇをより一段高いレ

ベルの知識・理解に結びつけるのが狙いであ

る。

　これまで，子どもが確実にＧ値を測る簡単

な道具はなかった（写真 10）。普段感じてい

ても認識することは少ない重力を，体験学習

を通じてどういう状況で認識できるか，を意

識できるという長所をもっている。しかし，

これによって体感と測定値を比較しながら，

より高いレベルで，体験から知的認識に子ど

もたちを導けるようになった。

写真 6　学習テキスト（小・中学２種類）

写真 7　学習コーナーの様子



99八木・名越・谷村・加藤・澤内：遊園地は巨大な科学実験室だ！

6．今年度の事後アンケート結果から

　本イベントの生々しい実態を知って頂くた

めに，今年度の事後アンケート結果（表 2，
図 2）とその考察を以下に示す。

表 2 アンケート調査の質問項目および略称

写真 8  角度測定の原理

（三角比で 100 ｍ先の観覧車の高さ測定）

写真 9  角度測定器での測定風景

写真 10 独自開発のＧ測定器（Ｇ計）

（左は輪ゴム製，右は金属バネ製）

写真 11 新聞記事（盛岡タイムス .08.8.9）
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　体験学習終了後，イベントについてのア

ンケート調査を行い，参加者全員にアンケー

トに回答をしてもらった。アンケート項目は

「表 2」の通り，回答は５段階評価（そう思う，

少しそう思う，どちらとも，少しそう思わな

い，そう思わない）で，5 に近いほど肯定的，

1 に近いほど否定的になる。また，子どもの

本音を聞きだすために自由感想欄も設けた。

　「図 2」のアンケートの結果から次のことが

明らかになった。①のスタッフの対応は 9 割

以上の子どもが肯定的な回答をしており，学

生スタッフが分かりやすく適切な教え方をし

ていたといえる。スタッフとは事前説明会を

行い，指導する内容をしっかりと理解しても

らったことがこの結果につながった。②の学

習内容の難易度の項目は回答にばらつきが見

られ，難しいという声があれば簡単すぎるい

う声もあった。基礎的な問題の上に発展的な

問題を作成するなどして，多くの子どもが満

足できる学習内容にしていく必要がある。③

の実験内容が面白かったかという問いには，

9 割以上の肯定的回答が見られ，アトラクシ

ョンに乗ることで物理を楽しみながら学習し

ていたことが分かる。④の実験用具の使い方

がよく分かったかと言う項目も 9 割以上が

肯定的である。①とも関連するが，スタッフ

の子どもへの説明がしっかりできていたため

である。また，テキストにも実験用具の説明

を載せる配慮もしていた。⑤のＧの概念理解

の項目では，2 割の子どもがよく分からなか

ったと回答している。否定的な回答をしてい

るのはほとんど小学生であり，特に小学校第

3 ～ 4 学年の子どもにとっては少し難しい内

容なのかもしれない。また，アトラクション

に乗ってＧを感じることはできても，その概

念の理解までにはいたらなかった子どももい

たようである。⑥のもっと理科の勉強をした

いと思うようになったかという問いは 8 割

以上の肯定的回答が見られ，子どもたちはイ

ベントを通じて理科への興味・関心が高まっ

たようである。⑦の来年もこのイベントに参

加したいかという問いは，ほとんどの子ども

が参加したいと答えており，遊園地で行う科

学体験学習会にとても満足していたようであ

る。自由感想欄においても，楽しかったので

また来たいという感想が非常に多かった。ま

た，普段ではできない体験をできてよかった，

何回か参加しているが今回も新しい発見があ

ったという感想も見られた。さらに，ジェッ

トコースターが苦手だったけど乗ることが出

来た，遊園地にも科学が関係していることが

分かった，今回のイベントを通じて理科が好

きになったという感想も見られ，この活動の

目的をある程度達成することができた。

7．遊園地での体験学習で何を学ばせるか

　「体験は学習に直結しにくい」という教育

研究もある。この種の取り組みも，科学する

心とチャレンジ精神を育てているが，学校で

の学習に，ましてや受験などにすぐに直結す

るものでもない。

　しかし，遊園地体験は「勇敢さ」つま

り，チャレンジ精神無しでは語れない（写真

12）。そこで，人間育成の観点から，このこ

とを少し整理してみたい。

写真 12　怖い乗物にチャレンジ
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　最近の「学力低下論争」を見ていると，や

たらと基礎学力の充実だけが叫ばれている。

また，社会的には人の凶暴さを抑える観点か

ら，人に優しさを求めて止まない風潮も強い。

そういう意味ではこの「基礎学力と優しさ」

は広く求められる人の素養で，広い意味での

生きる力でもある。

　しかし，その学力以前の潜在能力である「勇

敢さ」には意外と着目されず，学校でそれを

前向きに育てるシステムも乏しい。また，創

造性やリーダーシップさえも勇敢さなくして

は及びも着かない。そういう意味では，我々

の実践は未来の子どもに重要な資質としての

「勇敢さ」の不可欠性を提言した先進的活動

である。また、我々が毎年実施しているイベ

ントに対する地域や参加者からの高い評価か

らも、試験では計れない子どもの潜在能力の

発掘と育成への期待が伺える。

　また，学問的には，次の二つの認知心理学

アプローチから遊園地体験で何が変わるか，

世界でも有数の研究拠点校であるカナダのブ

リテッシュ・コロンビア大学（UBC）との本

格的な国際共同研究（2 ～ 3）も行った。そこで

の取り組んだ研究の有効性の概略を紹介する。

①回転ブランコで重い子は軽い子より振幅

が小さいのではといった素朴概念の研究を

実施した。認知心理学の手法を用いて，実

験群と統制群に分けた本格的な研究を行っ

た。その結果，実体験を伴った実験を行い，

それを基に考察すると，素朴概念の修正に

有効であるということが分かった (2)。

②広い視野を獲得して自律的な生き方をする

ための「メタ認知」研究も実施した。つま

り，遊園地での興奮が冷静に自分の学習を

自覚することに対する阻害要因になるとい

う仮説がある。これに対して，主体的挑戦

による成功体験がむしろ学習者の自己効力

感や有能感を形成・高揚させ，むしろ，興

奮を抑制しメタ認知的計画・行動になると

いうことが分かった (3)。

　ところで，我々のグループはこれまで全国

唯一の遊園地体験研究の成果を多くの論文（1

～ 9，11 ～ 17）・著書（10,18 ～ 20）等で独自に積み上げ

てきた。すべてを紹介することはできないが，

参考文献，あるいは研究業績として紹介する。

8．結論と今後の展望

　Ｇ（加重力）体験に限らず，理科や物理に

おける概念は，子どもたちにとって難しい場

合が多く，「自分とは関係のない実感の持て

ないものだ」と認識し，そのことが理科離れ・

物理嫌いにつながる。しかし，遊園地という

場所でアトラクション・実験器具・テキスト

を用いて科学体験学習をすることにより，子

どもたちは理科・物理を身近に感じ，科学は

楽しい，理科が好きだという意識を持つ子が

増えている。アンケート調査の結果からもイ

ベントを通じて理科への見方が変わった子ど

もが多いという結果が出ている。したがって，

科学の楽しさを 1人でも多くの子どもに知っ

てもらうために，この活動は極めて意義のあ

る試みである。

　しかし「遊びと勉強は別」という日本人の

気質や，教育的には「体験から学習が成立し

にくい」という受験的な効率の悪さを厭う風

潮もまだ残っている。今後も継続して，粘り

強く，地域からノーベル賞を目指す人材をた

くさん育てていく決意である。

　不透明な未来に立ち向かうのは特異な学問

知識だけではない。それ以前に，健全な一人

の人間として，柔軟な「科学の目」と爽やか

な「勇敢さ・チャレンジ精神」が世界に羽ば

たき未来を支える科学技術に突出した人材育

成には不可欠である。そのために，今後も研

鑚を積んで，これまで積み上げてきた成果を

地域の人々に還元していきたい。そして，何

といっても，この種の実践を全国に広げてい

きたいのである。このことに関して，多くの

研究者・技術者・学校の先生らのご理解と支

援を切にお願いしたいところである。
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　また，毎年交付される助成金が，残念なこ

とに，少なくなった。今年は仕方なくスタッ

フの人数を減らしたのだが，子どもが集中す

るアトラクションでスタッフが不足するとい

う事態が起こった。実験器具の修理費や材料

費も削らなければならず，苦しい状況となっ

ている。子どもたちがより学習しやすい環境

を作るためにも，今後とも子どもゆめ基金を

大いに活用していく予定である。
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