
仮説実験授業を授業するのが大好きな先生，Ａさん（50 歳）へ
●Ａさんの現状
仮説実験授業を授業するのが大好きな学校の先生，仮に

「Ａさん，5500 歳」としましょう。Ａさんの現状を想像してみ
ましょうか。
■ あと 60歳定年まであと 10年（65歳まで延長されるかもし
れないが，給料は大幅に下がる可能性大）。
■ 学校はますます忙しくなって，無給の残業がとんで
もなく続く（世間では「ブラック企業」とか問題になっているが，
公務員は，どうなってしまうのか？）。土日も部活に行った
り，学校行事，書類の作成など，平日で追いついてい
かない準備で自主的に出勤している。
■ 昔と比べて，授業以外のいろんな仕事が増え，肉体的
にも，さらにもっと辛いのは精神的なストレスがたま
らなく大きくなっている。同僚でも，精神的な病で休
職している例は数知れず。
■ それでも，仮説実験授業をやるのは好きで，子どもた
ちが喜んでくれる笑顔を見ると，やらずにはいられな
い。でも，時間的なゆとりが前と比べるとなく，その
時間を生みだすのが大変。同僚との関係も気になる。
■ 定年後，どうするかなんて，まだまだ先のこと。今は
漠然としか考えられない。
Ａさん，どうでしょうか？　
「Ａさんって，ひょっとしたら私のことを言ってるんじゃ
ないの？」と思った方は，ぜひ，つづきを読んでください。

●楽知ん研究所からの提案
しかし，10年なんてすぐにたってしまう……のです。定
年前に準備しておくことが必要です。光陰矢の如し。そこ
で，楽知ん研究所からの提案です。

■ 60 歳過ぎてからは，好きなことをやろう！　人生，お
たのしみはこれからだ！

■ その１つとして，仮説実験授業を，学校の授業ではな
く，ふつうの親子孫相手にやる講座を，あなたの地域で
開催してみませんか？

ということです。でも，以下のようなことも思っている人
もいらっしゃるでしょう。

●いろんな疑問
■「個人で，塾のようにやるのはたいへん。もう，めんど
くさいことはやりたくない」……そのとおり！
■「お金をとってやるなんて，責任が大きくて，私にはや
れない」……そうかもね。
■「実験道具とか，自分でそろえ�るのもたいへん」……そ
うでしょう，そうでしょう。
■「授業書を印刷することだって，学校じゃないとでき
ないし，そんなにたくさんの授業書をやったわけでも

ないので，困ってしまうというのが正直なところ」
……はい，はい，ほとんどの方はそうだと思います。
■「子ども相手ならできるけど，大人も相手にするなん
て，ちょっと嫌だ。今でも保護者参観日は苦痛」……
そう思いますよね。
■「それに，学校なら子どもたちは登�校して教室にいた
けど，自分で地域でやるなら参加者を集めるなんて，

私にできるかしら？」……ごもっとも。

●疑問に対しての回答
一人ではできないからこそ，それをできるようにする〈し

くみ〉が必要です。その〈しくみ〉をNPO法人楽知ん研究
所でつくっています。つくりつつあります。今後もいろい
ろ新しい〈しくみ〉をつくっていきたいと思っています。そ
れが，多くの人の笑顔を広げる〈しくみ〉になったらと思
い，楽知ん研究所では仕事しています。
■ 上で出たことを，解決するための〈しくみ〉をつくり，
Ａさんのサポートをさせていただきます。
■ あとは，仮説実験授業や大道仮説実験という，〈他人
の笑顔をつくれる道具〉があるわけですから，これを
使え�ば，誰でも，参加者の笑顔を広げることが，ハー

ドル低く，可能です。
■ 参加者は，講座を受け，脳ミソが喜ぶ体験をし，予想
をたて確かめることで，見えないものが見えてくる体
験ができ，学ぶたのしさ，意欲を子どもから大人まで
に伝えられます。その結果，〈見えない未来が見えてく
る人〉が育っていくはずです。たのしい未来が見え�る
……それが，人間を最も意欲的にするでしょう。そう
いう人間が，たのしい未来，社会をつくっていくはず
です。
■ そんな仕事を，定年後にしてみませんか。たのしい
ですよ。参加者もたのしい，社会もたのしく，そして
自分もたのしい。
■ もちろん，旅行に行ったり，趣味をしたり，好きなこ
とをやればいいです。その中の１つとして，親子孫相
手のお手軽な，そして本格的な科学入門教育の講座を
ひらく事業をやってみませんか？　年に数回でも，月
に１回でも，自分の好きなペースでやればいいです。
■ すでに，仮説実験授業の魅力を知っている方は，こん
な提案は受け入れられるんじゃないでしょうか。そし
て，学校での仮説実験授業は，同一年齢の子どもたち
相手ですが，「子どもから大人までいっしょに仮説実験
授業をする方が，じつは，ハードルが低い！」という
のが，私たちの実験結果です。
■ だから，仮説実験授業の魅力がわかっているＡさん
なら，やれます。

●〈衣食足りれば他人の笑顔〉状態にどうもっていく？
でも，この講座で，お金を稼いで食べていくことは，残念
ながらほとんど無理です。……（以下略）
この続きが気になる方は，ぜひ，裏の

大道仮説実験〈講師への道〉講座
に参加ください。そこで，さらにいろいろ考えていく，
キッカケと束縛が，つかめると思います。
楽知ん研究所では，以下の，親子孫を参加者とした講座
開催の事業をおこなっています。

❶ お手軽な科学入門教育　〈大道仮説実験〉講座
❷ 本格的な科学入門教育（仮説実験授業の授業書を丸ごと体験する）

「親子孫で〈たのしい仮説実験〉講座

今回はそのうちの①の講座をやってみたい人へのお知ら
せです。



◎ウェブ申し込み　http://luctin.org/kozawebform-koshi（右を読み取るとウェブ申込の画面になります）
＊すでに一度参加された方も，何度でもどうぞ！　そういう方は参加費割引制度あります！　詳細はお問い合わせ

◎メール申し込み　muto@luctin.org（事務局　武藤実佐子　電話 090-2017-7919）　　　　　くださいませ！
　参加費振込先，会場への道案内，宿泊場所など，詳細を折り返しご返事いたします。お気軽にお問い合わせください。

っっっｚ

主催：NPO 法人 楽知ん研究所笑顔を
広げる 大道仮説実験〈講師への道〉講座 

2017 年度

講座名 会　場 日 内　容 参加費

大道仮説実験〈ころりん〉
〈講師への道〉講座

北海道
恵庭市

恵庭市民会館

10月
7日㈯
～8日㈰

〈ころりん〉なんて，わざわざ講座にいかなくたってやれ
る！と思っているあなた，ぜひご参加ください。授業書案
〈転がるものと落ちるもの〉を体験することで，〈ころりん〉
はガリレオの研究がバックボーンにあることがわかります。

各回
1万 8000円
（3000 円相当の実
験道具・テキストな
どを含む）

● NPO 法人楽知ん研
究所会員割引 4000
円引（その場で会員
申込できます）
●早割１か月前まで
1000 円引
●ステップ１，２同時
割それぞれ 1000 円
引

大道仮説実験〈どっか〜ん！〉
〈講師への道〉講座ステップ２ 愛知県

名古屋市

ころりん
ハウス

10月
28 日㈯
～29日㈰

〈どっか～ん！〉の分子のイメージを検証していくことを確
認します。モルＱカードゲーム〈ぶんしっし〉についても深
めます。〈大道仮説実験〉講座の主催の仕方，運営の仕方な
どについてもわかってきます。

大道仮説実験〈びりりん〉
〈講師への道〉講座 ステップ１

2018 年
1月

27 日㈯
～28日㈰

〈びりりん〉は，授業書案〈電気とその流れ〉を受けない限り
ちゃんとはやれません。この授業書案を体験することで，
はじめていろんなことがわかってきます。電気の流れのイ
メージをつくることが最大のポイント！

大道仮説実験〈びりりん〉
〈講師への道〉講座 ステップ２

2 月
24 日㈯
～25日㈰

授業書案〈電気とその流れ〉の続きの，ライデン瓶のしくみ
がこれではじめてわかります。1700 年代のたのしい科学と
科学教育の歴史についても知ることができるでしょう。

●「〈大道仮説実験〉講師への道 講座」とは
「〈大道仮説実験〉講座」は，「大道仮説実験＋体験・ものづくり＋〈科学読
み物〉紙芝居」（112200 分）という流れです。学校外で「科学講座をやってくれ
ませんか？」との依頼でやられていることが多いでしょう。仮説実験授業
のように〈本格的な科学入門教育〉ではありませんが，〈お手軽な科学入門教
育〉として仮説実験のたしさは味わえます。
いろんな場所で〈大道仮説実験〉は使われているようです。「ようです」と
いうのはユーザーからの報告がほとんどないので，実態がわからないので
す(^^;)。そこで，ユーザーどうしの情報の共有することで，〈みんなでサ
ポートしあって学んでいく場〉として「〈大道仮説実験〉〈講師への道〉講座」
が，２年前からスタートしました。
これは，決して大道仮説実験講師の技術やテクニックを極める〈名人〉を
めざすものではありません。講座を広めて，参加者，そしてスタッフの笑顔

を広げていく〈達人〉をめざすものです。

●どんな人が参加？
今まで大道仮説実験をやっていらっ

しゃる方々，ぜひこの講座で出会いたい

です。もちろん，「大道仮説実験って何？
　まったく知らない」という方も大歓
迎！
「これまで楽知ん研究所の研究成果を，
自分のたのしみのためだけ，いただいて

いたと思いますが，それだけではもった

いないと強く思います」というありがた
い感想を，講師への道講座の参加者の方
からいただいています。ぜひ，情報を共
有しましょう。

●リアルな親子孫講座
いつものように，リアルな〈大道仮説実
験〉講座のスタッフ体験もあります。この
体験が，講師への道講座のユニークな点の
１つでもあります。
たぶん 3300人規模くらいのリアルな親子孫
の講座を体験できると思います。百聞は一
見にしかず，実際のリアルな親子孫講座を
体験ください。

ポイント①
　大道仮説実験と〈大
道仮説実験〉講座の
ちがいがわかる！

☞大道仮説実験しかやった
ことがない方，ぜひ，〈大
道仮説実験〉講座を体験
ください！

ポイント②
　親子孫の一般の参加
者のリアルな講座を体
験することができる！
☞　「あぁ，親子孫の講座っ
て，こんな雰囲気なのね」
と，はじめて腑に落ちた
という方も‥。

ポイント④
　少人数で参加者ど
う し の コ ミ ュ ニ ケ ー
ションがとれる！

☞参加者こそが，一番おもし
ろい！　ころりんハウス
の小さな広間で，いろいろ
話しましょう。

ポイント③
〈大 道 仮 説 実 験〉講

座を自信をもってやれ
るようになる！
☞人間，他人のやっているの
を見ないと，なかなか自分
のやっていることを確認
することは難しい！

各回限定 20 人

12:30 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
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付
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予定

　
●〈お手軽な科学入門教育〉と〈本格的な科学入門教育〉
楽知ん研究所では，2種類の講座をやっています。

❶ お手軽な科学入門教育の〈大道仮説実験〉講座
❷ 本格的な科学入門教育の「親子孫で（大人も）〈たのしい仮説実験〉講座
①は，仮説実験授業ではありませんが，大道仮説実験というもので，２時間で終

わる短いもの。それでも予想をたてて実験する醍醐味は味わえます。②は，仮説実
験授業の授業書（親子孫講座版）を丸ごと，２日間（２時間×４コマ）で体験するもの。サ
イエンスシアターの伝統をひきついで，豪華実験セット付きで仮説実験授業をやり
ます。昨年は全国 32 会場，292 家族，741 人の参加者に受けていただきました。
今回の〈講師への道〉講座は，①に関わるものです。①をやって，最終的に②に

も参加してくださる家族を広めていきます。


