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要旨：青少年と科学技術を楽しむ会は、青少年に対して科学技術に興味を持ってもらうことを目的に、電気

メーカーのOB等ボランティア技術者が中心となり、主として小中学生を対象に分かりやすく楽しい実験や電
子工作、講演会、見学会などの行事を非営利で企画し運営している。設立から10年余り経過し、実験設備や
電子工作のレパートリーも広がりを持つようになったが、今後は限られた時間内に効果的で安全な教育方法

を模索していかなければならない。

　そこで、参加した小中学生や保護者にアンケート調査を行い、得られたデータや感想をもとに成果を科学

的に評価し、参加者の目線にたち次の活動に反映する取り組みを行った。今回１年余りの取組の結果、研究

の成果が得られたので報告する。

　なお、本研究は兵庫自治学会グループ研究応援事業として実施したものである。
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１．研究の背景と目的
　青少年の理科離れやものづくり離れと言われて

久しい。電気関係の大手企業において新卒の新入

社員にも実験装置が組み立てられない、ハンダ付

けができない技術者が入社している現状がある。

学歴は高いが知識だけでは研究開発は不可能であ

り、このような現状は科学技術立国の危機である。

　このような背景の下、応用物理学会や日本アマ

チュア無線連盟の取り組みの一環として、ラジオ

の製作教室やロボット組み立て教室を青少年を対

象に実施したところ、子供たちは手作りの機会が

ないだけで興味は持っているという確かな手応え

を得た。

　そこで、青少年に対して科学技術に興味を持っ

てもらうことを目的にボランティア技術者が中心

となり効果的な教育方法を研究する研究会（青少

年と科学技術を楽しむ会）を立ち上げた。

２．青少年と科学技術を楽しむ会
本会は青少年の理科離れやものづくり離れの現

状を踏まえ、大手電機メーカーのOB技術者などが
中心となり、子供たちに科学技術に興味を持って

もらう目的で非営利活動を行っている。

平成12年４月に設立し、ボランティアである会
員の持つ技術・知識を活用して、分かりやすく楽

しい実験や電子工作、講演会、見学会などを開催

している。

活動の場は、青少年のための科学の祭典、兵庫

県立神戸生活創造センターのタイアップセミナー、

キッズロボット（サイエンス）クラブ、IPカル
チャー講演会、コープ虹っこ夏休み工作教室など

県下各地で数多くの活動を行ってきたが、最近で

はコープカルチャーと神戸市立青少年科学館が主

な拠点となっている。見えない電波の世界を「見

える化」できるように工夫した「おもしろデンパ

教室」やアマチュア無線技士の国家試験の勉強会、

ラジオなどの電子工作等を行っている。
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活動計画の相談や電子工作などの準備は、会員

が集まる活動の後や会員の自宅に集い行っている。

特に電子工作など製作を伴う活動は、参加者全員

が時間内に完成すると共に動作することが求めら

れ最も気を遣う事項である。

会員が設計した電子回路の見本を予め各会員が

自宅で試作し、意見を交わし試行錯誤のうえ本番

に望んでいる。

自分の手で作った手作りラジオから音楽が聞こ

えた瞬間 !!感動する子供たちの笑顔は最高で、会員
の活動エネルギーになっている。

写真２－１　 A
ア リ ス

RISS（Amateur�Radio�on�the�International�
Space�Station）スクールコンタクトの様子

これまでの企画行事の中でも多くの小学生たち

が無線技術や宇宙への興味を一層強いものとした

活動がある。それは平成23年９月５日アマチュア
無線を使って小学生たちが国際宇宙ステーション

の古川宇宙飛行士と直接交信することに成功した

ことである。その様子はテレビや新聞で報道され

大変注目された。

３．兵庫自治学会のグループ研究
3.1　研究応援事業

本会も設立から10年余り経過し主たる活動拠点
も得られ、実験設備や電子工作のレパートリーも

広がりを持つようになった。そしてこれまでの活

動を通じて、子供たちは手作りの機会がないだけ

で科学技術に関して興味は持っているという確か

な手応えを得ることができた。活動と共に充実を

図ってきたが、今後は限られた時間内に効果的で

安全な教育方法も模索していかなければならない。

このような背景のもと、兵庫自治学会のグルー

プ研究応援事業として支援をいただけることに

なった。グループ研究に着手してからは、参加し

た小中学生や保護者に毎回アンケート調査を行っ

た。アンケートで得られるデータや感想をもとに

成果を科学的に評価し、参加者の目線にたち次の

活動に反映する取り組みを行った。

3.2　研究方法

既存のボランティア講師活動（コープ神戸の生

活文化講座、神戸市立青少年科学館のクラブ活動

ほか）で小中学生に電子回路の仕組みについて講

義と電子部品を実際に使い電子工作を体験させる。

理解度や工作過程、完成度などを調査し、結果に

基づき教え方や教材を改良し効果的な教育方法を

見いだしていく。

3.3　研究内容

本研究は以下に記す事項を主な内容とした。

・�関心を寄せる電子工作キット教材の開発（ラジ
オ、無線機、電子制御カー）

・�工作方法の研究（半田付け・ブレッドボード利
用の長短）限られた時間内工作、再現性の良い

電子回路設計の研究、工作中の安全性の研究

・�科学技術の理解教育方法や公開実験のあり方研
究

3.4　期待される研究成果

本研究により期待できる成果としては以下のも

のが考えられる。

・�限られた時間内に効果的に教育できる教材の開
発

・�科学技術に関する関心が持続する教え方の向上
・�再現性に優れた教材用電子回路の開発

４．教育効果の評価方法
客観的な教育効果の評価方法は確立されている

とは言い難い。

本研究は電子工作などの参加者の教育の効果に

ついて、客観的評価方法を検討しアンケート調査

で得られたデータにて、その構造や特性について

解析を行うこととする。

4.1　アンケート調査

評価対象として本会が企画運営した行事に参加

した参加者に図１のアンケートを配布し回答を得

る形でデータ収集を行った。得られたデータを数

値化し分析することで教育効果や教材の良否の客

観的評価を試みる。分析は集計結果が可視化（見

える化）できるレーダーチャートによるものと、
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多変量解析の中でもアンケート調査で有効とされ

る因子分析を用いた。

4.2　アンケート用紙（調査票）

設問は、①工作の時間、②むずかしさ、③でき

た時のきもち、④説明内容、⑤説明のプリント、

⑥全体の感想などの項目を設定した。

調査票は、左側に行くほど「説明が分かりやす

い」「工作がとても簡単であった」など評価の高い

場合であり、右側は、その反対で「説明が分かり

にくい」「工作が難しい」などの場合としている。

回収率が高くなるように記載方法は簡単なもの

とした。具体的には回答方法を評価に従って１か

ら５の、該当番号を○で囲むだけにしたり、回答

者の年齢を加味し漢字にはふりかなを付した。

得られたデータは、数値化するが、この場合５

段階で自己評価した数値を、そのまま評価点とし

た。そのため、回答は自己評価であり、主観によ

る個人差が出にくいように、例示も付け加えてい

る。なお、個人名は求めなかった。

また、併せて学年や性別などを回答者の属性情

報として求めた。

保護者同伴の行事も開催した。これは参加者の

多くが小中学校の生徒であり、保護者から見た子

供の様子や感想など異なった立場からのデータ

を得るためである。これに備えた保護者用のアン

ケート用紙を図４－２に示す。

図４－２　工作行事・保護者用アンケート用紙

以上のほか、行事、参加者に応じたアンケート

を作成しデータ収集を行った。

５．調査
調査は神戸市立

青少年科学館のク

ラブ活動、一般市

民応募によるコー

プカルチャー、青

少年のための科学

の祭典などで13
回の行事を実施

し、延べ302件に
上るデータを得た。

図４－１　参加者用アンケート用紙

写真５－１　工作中の様子
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5.1　神戸市立青少年科学館のクラブ活動結果

①　活動日平成25年７月６日

・�作品名：電子図鑑
・�内容：プリント基板半田付け
・�有効データ数（N）：18名

図５－１a　平成25年７月

◎ 保護者

・有効データ数（N）：９名

図５－１b　平成25年７月（保護者）

・考察

工作は難しいが完成した喜びは大きいことがわ

かった。工作時間は不足していると答えた参加者

が多い。参加者は説明時間や説明プリントにおお

むね満足しているが、保護者は不足していると感

じている。また、保護者から見て子供は理解して

いないと感じているが、子供の様子や満足度は高

い結果となっている。

②　活動日平成25年９月21日

・作品名：FM　ラジオ
・内容：プリント基板半田付け

・有効データ数（N）：21名
◎ 保護者

・有効データ数（N）：４名

図５－２b　平成25年９月（保護者）

・考察

参加者について、工作時間が短く工作も難しい

と感じているが、ほぼ全員が参加して良かったと

満足感が非常に高いなど７月実施の工作と同様の

傾向であるが、保護者は前回７月とに比べ説明の

仕方の満足度があがっている。講師陣は前回と同

様にやさしい説明に努めており、工作内容の違い

が現れたものと思われる。

③　活動日平成25年11月16日

・作品名：ワイアレスマイク

・内　容：プリント基板半田付け

・有効データ数（N）：11名

図５－３　平成25年11月

・考察

今回は工作時間中、保護者不在による活動で

あった。工作時間が充分とれたこともあり、難し

いと感じた参加者が少なかった。参加者は異なる

小中学校に在籍する生徒であるが、生徒同士、打図５－２a　平成25年９月
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ち解け合ってきており、会話する様子が増えたよ

うに感じられる。

④　活動日平成26年１月18日

・作品名：光通信電話１

・内容：蛇の目基板半田付け

・有効データ数（N）：14名

図５－４　平成26年１月

・考察

今回も前回同様工作時間中、保護者不在による

活動であった。今回の工作は部品点数も多く工作

の難易度が高いこともあり、難しいと感じた参加

者が多かった。完成しても動作しない件数も多く、

講師陣もトラブルシューティングに追われた。次

回は同じ光通信電話をもう一台製作し、親子で光

通信による会話を計画しており、このままでは会

話できないことが予想された。各講師で工作時間

の短縮方法と再現性をあげる方策を練ってくるこ

ととなった。

⑤　活動日平成26年３月15日

・作品名：光通信電話２

・内容：蛇の目基板半田付け

・有効データ数（N）：16名

図５－５a　平成26年３月

◎ 保護者

・有効データ数（N）：15名

図５－５b　平成26年３月（保護者）

・考察

親子で製作を行った。工作時間が充分でなかっ

た前回の反省を踏まえ、蛇の目基板のジャンパー

線など取り付け位置を間違えて半田付けした箇所

について、講師陣一同が活動日の１週間前となる

３月８日に半田付けを行ったが、当日は閉校式も

あり結果的に工作時間が不足した。しかし、完成

後は親子で通信実験を行うことができた。

5.2　神戸市立青少年科学館の工作活動の総括

青少年科学館で実施する活動は、事前に募集し

た小中学校の生徒を対象としている。このため、

青少年と科学技術を楽しむ会が行う活動の中でも、

初回から最終回まで子供達の習熟度を観察するこ

とができる大変貴重で唯一の取組であった。特筆

することとして、電子回路の詳しい仕組みまで理

解することは容易ではないが、工作の楽しさは参

加者全員が覚えてくれたこと、半田付けの技術が

向上したことがあげられる。

5.3　その他の工作活動結果

次に、コープカルチャーや青少年のための科学

の祭典などのイベントで開催した工作教室の結果

を示す。この工作活動の参加者は、１回限りの参

加者であり、前述のように継続して参加したもの

でない。

①　活動日平成25年８月10日

・作品名：手作りラジオ

・イベント名：コープカルチャー

・内容：ブレッドボード

・有効データ数（N）：16名
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図５－６a　平成25年８月

◎ 保護者

・有効データ数（N）：16名

図５－６b　平成25年８月（保護者）

・考察

半田付けを用いない工作であるが、アンケート

結果の傾向は、参加者・保護者共に半田付けの工

作と大きく変わらない。科学館と比較し説明のプ

リントと説明内容について、満足感がやや劣って

いた。

②　活動日平成25年８月17日

・作品名：手作りラジオ

・イベント名：コープカルチャー

・内容：ブレッドボード

・有効データ数（N）：10名
◎ 保護者

・有効データ数（N）：10名

図５－７b　平成25年月（保護者）

・考察

今回の工作は８月10日と同じ資料と教材を使用
した工作であった。両者を比較すれば、８月17日
の保護者は子供の理解について８月10日より17日
の方が理解していないと感じているが、満足度は

高くなっている。これは、満足度は理解度とは別

であり、完成時の子供の喜びで満足されていると

考えられる。

③　活動日平成25年８月18日

・作品名：手作りラジオ

・イベント名：コープカルチャー

・内容：ブレッドボード

・有効データ数（N）：27名

図５－８a　平成25年８月

図５－７a　平成25年８月
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◎ 保護者

・有効データ数（N）：27名

図５－８b　平成25年８月（保護者）

・考察

ブレッドボードによる手作りラジオの３回目と

なった。保護者の結果が３日間のうちで最も低い

評価となった。ラジオの製作時間は、青少年と科

学を楽しむ会のメンバーが工作机を巡回しており、

随時工作中の質問に対応しているが、参加者が３

日間のうちで最大の27名であったことで、対応
の即応性の点で少人数参加者時に比べどうしても

劣ってしまう。このことが満足度評価が低い結果

を招いたと考えられる。このように、教材や説明

の仕方だけでなく、指導者一人当たりの参加者数

も満足度に関係していることが、データ取得によ

り初めて明らかになった。

④　活動日平成25年９月７日

・�作品名：マイコンを使用したプログラム機能付
きのモールス練習機

・�イベント名：青少年のための科学の祭典
・�内容：ブレッドボード
・�有効データ数（N）：14名

図５－９a　平成25年９月

◎�保護者
・�有効データ数（N）：17名

図５－９b　平成25年９月（保護者）

・�考察
本機の工作は部品点数が少なく、工作所要時間が

短い活動であった。これによる違いがアンケート

結果に顕著に表れており、参加者で難しさを感じ

る方が少なかった。保護者の意見も比較的バラン

ス良く高い得点となった。説明時間は短く感じて

いるものの説明の仕方には充分満足が得られてい

る結果となった。ただ、出来たときの気持ちは、

ラジオなどと異なっている。難易度が高いと出来

たときの喜びも大きなものとなっていることがわ

かった。

⑤　活動日平成25年９月８日
・�作品名：マイコンを使用したプログラム機能付
きのモールス練習機

・�イベント名：青少年のための科学の祭典
・�内容：ブレッドボード
・�有効データ数（N）：12名

図５－10a　平成25年９月
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◎　保護者

・�有効データ数（N）：12名

図５－10b　平成25年９月（保護者）

・�考察
９月７日と同じ工作である。アンケート結果に

も同様の傾向が現れている。工作後のモールス練

習機を使用したモールス符号の勉強も興味をひい

たものと思われる。

5.4　講習会・公開運用

本会の活動には、工作だけでなく勉強会やアマ

チュア無線の実際を紹介し、興味を持ってもらう

目的で公開運用などの行事を行った。 工作活動と同様に行事終了後に参加者にアン

ケート記入を求め、効果や関心についてデータ取

得を行った。回収率が高くなるように記載方法は

簡単なものとした。アンケートは工作同様に回答

方法を評価に従って１から５の、該当番号を○で

囲むだけにしたり、回答者の年齢を加味し漢字に

はふりかなを付した。主観による個人差が出にく

いように、例示も付け加えた点も工作アンケート

同様である。使用したアンケート用紙を図５－11、
図５－12に示す。
①　活動日平成25年７月

・�行事名：アマチュア無線国家試験受験対策勉強会
・�有効データ数（N）：11名

図５－12　アマチュア無線国家試験受験対策

図５－11　アマチュア無線国家試験受験対策 図５－13　平成25年７月
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・�考察
座学であり、工作と比べて参加者の笑顔はほと

んど見ることができなかったが、アンケート結果

では、ほぼ満足してもらえた結果となった。科目

別では、難易度の高い無線工学の点数が他に比べ

低い。会として３回目の勉強会であり、手作り資

料も工夫したが、国家試験問題は老若男女問わず

同一であるため、資料だけ簡単に出来ないといっ

た課題もある。今後も資料のあり方を継続して研

究する必要がある。

②　活動日平成25年９月21日

・�行事名：アマチュア無線公開実験
・�有効データ数（N）：10名（参加者は21名）

図５－14　平成25年９月

③　活動日平成26年３月15日午後

・�行事名：アマチュア無線公開実験
・�有効データ数（N）：６名（参加者は16名）

図５－15　平成26年３月

・�考察
無線公開実験は９月と３月の２回実施した。１

回目と同じ参加者がいたこともあり、２回目の結

果でアマチュア無線の知名度が高くなっている。

勉強会で免許を取得した小学生による運用も取り

入れたことで、他の参加者の興味も一層高いもの

となったと考えられる。

5.5　因子分析

設問相互関の関連性を考察してみる。分析には

因子分析を用いた。

表１　因子負荷量

設問 因子１ 因子２ 因子３

説明のプリント 0.997 0.004 -0.020

説明内容 0.899 -0.107 0.090

工作の時間 -0.092 0.466 0.080

できた時の気持ち -0.322 -0.438 0.428

むずかしさ 0.071 0.071 0.458

5.6　因子負荷量

因子負荷量は因子と設問の関係の強さを示す値

であり－１から１の値をとる。因子負荷量は0.5以
上を因子との関係があるとして取り扱うこともあ

るが、本研究では表１に示すように、解析結果か

ら各因子の特定を0.4以上のものから推察した。
因子１と強い相関を示す網掛けに該当する設問

の相互関係から、理解に関する因子であることが

わかる。因子２に関して、できた時の気持ちは工

作時間が不足しているほうが高い関係を示してい

る。このことから因子２は教材の内容に関する因

子であると考えられる。同様に因子３はやりがい

に関する因子であり、むずかしさとできた時の気

持ちに強い関係を示している。因子分析の結果、

理解には説明の仕方と説明のプリントが重要であ

ることが分析でも裏付けられた。また、むずかし

さはできた時の気持ちに大きく関係していること

も明らかになった。

5.7　アンケートで寄せられた意見

【７月】

○火傷が熱かった。

○楽しかったです。

○家でもやったことがあるけど、ミスしていたの

で今回でできると思う。

○はんだ付けは初めてしたけど楽しかった。

○最初は難しかったけどだんだん慣れてきた。

○はんだ付けが思ったより簡単だった。

○やり方がわかってよかった。

○はんだ付け慣れると簡単だった。

【受験講習会】

○受けてとてもよかったと思います。

○難しすぎてわからなかった。
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○受けて勉強になってよかったです。

○試験に必要なことがよくわかったので、受けて

よかったと思いました。

○わかりやすく要点をおさえた説明でよくわかり

ました。（わかった気になりました。）

○「そういうことか!!」と思うところが多く、とて
もよくわかりました。

【９月】

○楽しかった

○最高

○はんだごてが悪い。隣がうるさい、イライラし

て間違える!!
○すごく難しかったけど、できたらすごくうれし

かった。

○うまくなってよかった。

○こういう機会はあまりないので、楽しかった。

○ラジオみたいな日用品を作ったことはなかった

ので、とてもうれしかった。

【公開運用】

○やってみたい思いもあるが、電波がよく理解で

きていません。どうして声が乗るんだろう？子

供と一緒にできたらな、と思っていますが道は

険しそうです。

○無線について、仕組みなど、興味はありました

が、知らない人と話してみたい、という気持ち

があまりないというか苦手なので、見学させて

いただけて、どういうものかがわかったことが

よかったです。

【９月保護者】

○以前から電子工作に興味はあったのですが、親

子だけではどうやって作ればいいかわからなく

なりそうで、挑戦できませんでした。今回、先

生方について教えていただいたおかげで、楽し

く完成させることができ、子供も喜んでいたの

で、とても有意義な時間でした。電波について

も、勉強できよかったです。ありがとうござい

ました。

○時間の終わりに来たので、説明を聞いていませ

ん。初めから来ておけばよかったな、と思って

います。11：30着となり、すべてのスケジュー
ルに対応できませんでした。申し訳ございませ

ん。

【11月】
○楽しかった。

○時間通り開始してください。私語が多すぎます。

ある程度指導してください！

【８月10日ラジオ】
○ラジオが聞けたときとても楽しかった作るとき

につくかな－つくかなーと思ってしんぱいして

いたけれどできたのでうれしかった

○ラジオをつくるのはむずかしかったけど、でき

て音がなったときはとってもうれしかったです。

このけいかくを作ってくれて本当にありがとう

ございました。

○説明のプリントをもっとかんたんにしてほしい

このラジオを使ってとてもよかったなと思いま

した。このラジオはていねいに使ってこわさな

いようにしたいと思います。本当に来てよかっ

たなと思います。

○ラジオがつくれてしかも電波の勉強もできてオ

トクな会でした先生ありがとうございました!!
○これからラジオがきけてうれしいじぶんせんよ

うのラジオができてかんどう

○話の時間がすこし長いと思った。工作の時間を

もうすこし長くしてほしかった

○とてもたのしくできましたかんせいしてなった

ときはとてもうれしかったです。

【８月10日ラジオ保護者】
○偏波アンテナの向き指向性が一目で見てわかっ

て大変理解しやすく講義の工夫が見られた大変

いい内容でした一流の講師陣で大変ありがたく

思っています

○先生方がたくさんいらして教えていただきなが

ら製作出来たので安心してつくることができま

したちゃんと受信できて良かったです初めの電

波のお話も興味深かったです

○始めて見る図なので理解するまでに時間がか

かった後ろのほうの席だったので前での説明が

わかりにくくすこしこまったでもなんとかラジ

オが聞けて安心と喜びがありましたありがとう

ございました

○電波のことに興味が持てました

○電波の話が勉強になりました電波の種類の多さ

にびっくりしましたラジオから音声がでたとき

はホットしました

○とても簡単にラジオがつくれて自分で作ったラ

ジオから音が聞こえた時はとてもうれしそうで

した。感想や先生に教えていただいた事もまと

めて提出したいと思いますありがとうございま

した

○前半のお話が少し難しかったようですラジオ作

りはわかりやすく楽しかったです
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○日頃電波のことを全く考えずラジオ放送を聞い

ていたので保護者としても新鮮でした

○楽しい時間を過ごすことが出来ました又、きか

いがあればぜひ参加したいと思います

○もう少し作業したかった様子です完成した時は

とてもよろこんでましたいろいろありがとうご

ざいました

【８月17日ラジオ】
○電波の仕組みがよく分かりました。

○ラジオがしっかり聞こえた。でも少し聞こえに

くかったりしたけど、ちゃんと聞こえるときも

あった。

○有り難うございました。

○基板にさしこむ部品がいっぱいあったけど、順

番に差し込めた

○ビデオなどがあればいい

○初めてこうゆうのを作って、とても楽しかった。

【８月17日ラジオ保護者】
○良かったです。又参加したいと思いました。

実際にラジオから声が聞こえたときの子供の表情

を見て、良かったと思いました。会場や道具な

どをご準備してくださった皆様に感謝いたしま

す。有り難うございました。

○半田付けの練習も期待していましたので、少し

残念ですが子供は満足しています。

○ゆっくり説明してくださり実験もありで、とて

も楽しく出来ました。

○子供は３年生なので詳しいこと、知識はなくき

ましたが、電波について興味を持ったと思いま

す。来てよかったです。有り難うございました。

○私も小中学生の頃、電気に興味を持ちワクワク

しながら工作していた事を思い出し、なつかし

く今回の教室を楽しませて頂きました。子供も

興味を持ったようで、今後の学習のきっかけに

なってくれればと思います。

○難しい用語を分かりやすく説明して頂いたが、

専門用語よりも実際の実験に時間を使って頂い

た方が子供の関心も増すのではないでしょう

か？ラジオの製作においては満足しています。

○身近にあるものだが、仕組み・原理を理解する

と大変おもしろい。さらに深く勉強してくれれ

ばと（孫に）期待している。

○電波の説明がとても良く分かりました。保護者

も興味を持てる内容で楽しく過ごすことができ

ました。有り難うございました。

【８月18日ラジオ】
○とても楽しかった

○ちょっとの部品でラジオができるのはとてもす

ごいと思います。ここに来る前、ちゃんとでき

るか心配でしたが、無事作ることができたので

良かったです。

○ラジオってとても作るのがむずかしいと来るま

ではおもっていたけれども、実際に作ってみる

とほぼ１hで終わって終わりさあ、聞いてみよう
とわくわくな気持ちでいっぱいで聞こえてくる

ととーてもうれしかったです。

○ラジオがつくれるとはおもっていなかったけど、

できてびっくりした。

○楽しかったです。きてよかったとおもいました。

○音がなった時とてもうれしかったです。

○ラジオを作ることは初めてでしたが、とても楽

しかったです。

○AMのラジオを作るのが楽しかったので、FMの
ラジオも作ってみたくなった。

○作れてうれしかったです。

○永井先生がソーラーライトをかいぞうして色々

作っていたのですごいと思いました。

○自分でもできてうれしかった

○ラジオが作れたときとてもうれしかった。

○兄弟を覚えられなかった。でも多いことはわ

かった。でん波の事がよくわかった。でも、ほ

かのやつはわからなかった

○説明はちょっとむずかしかったけどラジオは

作って楽しかった。

○ラジオを作ってたのしかった。

○電波がいいところと悪いところがある

○ラジオの音がきこえたときとってもうれしかっ

たのでよかったです。

○ラジオスイッチをつけたときについたらうれし

かったです

【８月18日ラジオ保護者】
○家庭ではなかなかできない工作なので参加して

よかったです

○楽しかったです

○ラジオから音が聞こえた時は嬉しそうな顔をし

て、物つくりの楽しさを感じていた様子です。

説明されるままに作業を進めるのが精一杯でし

たがなかなか経験できない事なので楽しい時間

でした。有難うございました

○ラジオが非常に簡単に作れることに驚いた様子

だった。興味を持ってくれたので参加してよ
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かった

○毎年、夏休みの自由研究は何をしたら良いかな

やんでいました良いヒントをいただいて良かっ

たですありがとうございます

○ひさしぶりに理科の授業を子供と一緒に受ける

ことが出来ておもしろかったです「ラジオが聞

こえる」というわかりやすい成果が見えるので、

電気の話が少々むずかしくても「できたよ」と

喜んでいました。自分の子供のころにこんな体

験をしていたらもっと理科が好きになれたかも

しれません。

○とても楽しい授業をありがとうございました目

や耳で感じれる実験工作をしてください資料等

ダウンロード出来るようにしてほしい

○大変楽しかったですとても面白かったです。

もっと色々な理科を体験させてあげたいなと思

いました。ありがとうございました

○電波の仕組みや種類が勉強できて、面白かった

です。部品の働きは初めて知りました。ラジオ

から音が聞こえたときに子供がうれしそうでし

た。

○電波について、今まであまり興味をもっていま

せんでしたがこれを機に不思議なことを考えて

理解しようとする力をつけてくれたらと思いま

した。

○親子で勉強になりました。ありがとうございま

した

○理屈は分からない部分が多いが、工作は楽しめ

たようです。

○私は電波の説明はおもしろく興味を持って聞い

たが、子供にはむつかしかったようだ。（大学の

授業のように？）電波の話は面白かったのでも

うすこし絵やスライドなど視覚で説明していた

だけるとわかると思います。ラジオ作りは子供

が目をかがやかせてしていました。今後もいろ

いろ企画して頂きたいと思います。

○ご準備等色々ありがとうございました

○ラジオが鳴った時の子供の笑顔がよかった

○手作りしたラジオから実際に音が流れてきて、

親子ともに嬉しく思いました。ありがとうござ

いました。

【９月７日モールス】

○もっとくふうしてみたい

○たのしくあそべてよかった

○はんだづけが無くてとてもかんたんだった

○とてもよかったですありがとうございました

【９月７日モールス保護者】

○子供も興味を持ってロボットなんかも作ってみ

たいと面白がってましたモールス信号よくわ

かったありがとうございました

○行けるときは科学の祭典へ家族で参加してます

今日も広島から来ました初めてでとても興味深

く楽しめました

○低学年には少々難しかった様子でした参加出来

て良かったですとても子供が興味を持ったみた

いでもっと勉強すると思いますとても親切でわ

かりやすかったですありがとうございました

【９月８日モールス】

○楽しかった

○とてもつくることとならすことがたのしかった

○説明が長かった

○じぶんでつくれてうれしかったです。もいっか

いしてみたいです。

○こうさくがじょうずにできてよかった。もう

いっかいしてみたい。

【９月８日モールス保護者】

○大人でも十分楽しめる内容でした

○子供が小学校２年生だったので、内容はむつか

しかったと思いますが自分で工作が出来てもの

づくりができたことが大変うれしかったようで

す

○他のワークショップなどもあり館全体がざわつ

いていて子供は他のところへ行きたいようでし

た内容はとてもよかったのですがもう少し短時

間のほうが良かったと思います工作はとても分

かりやすく助かりましたありがとうございまし

た

○低学年には少し長かった

○申し込んだときは「どちらでもいいや」と言っ

て興味がなさそうでしたが実際参加してみると

「楽しい!!参加して良かった」と言って喜んでい
ましたありがとうございました

○電子工作はほとんどしたことがなかったので楽

しかったです他にもこういう工作に参加したい

のでまた開いて欲しいです

【１月】

○楽しかった

○今日はすこしおくれたからむずかしかった

○失敗をたくさんしたので、つぎはうまくしたい

○すこしむずかしかった

【３月】

○来年もやりたいです。
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○一年間楽しかったです。

○今日までいろんな物を作れて楽しかった。

○いろいろ電子部品をはんだ付けして２台目がで

きたときに交信してみたら聞こえてすごいと

思った。またアマチュア無線クラブに応募して

みたいと思った。

○はんだ付けをする量が多くて大変だった、

○すこしむずかしかったけど、楽しかった。

○いままで楽しかった。来年も来たい。

【３月保護者】

○子供は毎回楽しみにしていました。電波の話は、

理解しているのか怪しくもありますが、実習に

ついてははんだ付けなど、とても上手になった

と思います。ありがとうございました。

○いつも難しいことをしているなあと思いました

が、今日近くで工作しているところを見ていて、

器用に作業をしている様子に少しびっくりしま

した。楽しそうにしていてよかったです。

○子供ではなく、親が勝手に申し込んで参加させ

たのですが、電子工作も楽しそうに取り組んで

おり、とても良い経験をさせていただき感謝し

ています。残念ながらアマチュア無線の資格取

得というところまでは、難しいと思い、強制さ

せませんでしたが、大人になってからでもいい

ので、この経験を思い出して、またやってみた

いという気がおきれば良いなと願います。本当

にありがとうございました。

○時間が不足したのが残念。息子に引きずられて、

４級取れました。楽しかったです。

○１年間ありがとうございました。

○お世話になりました。もう少し初心者に交信さ

せていただけたら…と思いました。日頃されて

いるかたより…！

【３月－公開運用】

○大阪府の人と交信できてよかった。

【３月－公開運用保護者】

○子供の生き生きとした笑顔を見れて良かったで

す。一年間お世話になりありがとうございまし

た。

5.7　調査結果総括

工作に関して、教材として、はんだ付けとブ

レッドボードの違いに関わらず完成した喜びは大

きく参加の満足度は得られていることがわかった。

工作時間に関しては少し不足していると感じて

いる参加者が多い。説明は５段階で４程度であり

概ね満足していると判断することができるため、

今後は説明時間の一部を工作時間に充当すること

も考えなければならない。

また、難しい工作も参加の満足度は高く、かつ

工作途中で投げ出す参加者もいなかったことから、

今後の教材を考案するうえでは、容易な工作を目

指す必要はないと考えられる。

アンケート結果で比較的低い評価も、自由に書

いていただいたアンケートで寄せられた意見を見

る限り、高い評価をしていただけた項目も多いこ

ともわかった。更に完成済みの玩具やゲームに囲

まれた環境で育った小中学生であるが、工作にふ

れ「ものづくり」の楽しさを知り、このような機

会があれば参加したい希望者が多いことも明らか

になった。

5.8　兵庫自治学会グループ研究応援事業の効果

これまで、参加者の感想を詳細に知ることは

なかったが、アンケート調査を行うことで客観

的な形で感想を知ることができた。特にレーダー

チャートで表示することで「見える化」でき傾向

を把握することが容易になった。

教材に関しては、生徒たちが行事で使用する前

に、自治学会の助成費で会員により予め工作する

ことができた。これにより、工作時間の把握や難

易度の高い工程を事前に知ることができ、難易度

の高い部品の取り付けを事前に会員で行い、当日

は一部施工済みの教材として配布することができ、

極端な工作時間不足を回避することができた。

また、独自設計の教材では、回路定数を変える

ことで安定した動作をする抵抗値を事前にカット

アンドトライで設定したり、工作しやすい部品配

置を検討したり、複数の会員自らが工作した感想

をもとに教材の完成度も上がり、不良率の低減に

貢献した。

６．今後の課題
参加者は科学技術を体感することで、工作の楽

しみを知ることができ、興味をもたせるといった

一定の成果が得られたと考えられる。しかし行事

の参加者は主として保護者の薦めにより、参加し

ており、小中学校に出向きＰＲするなど幅広い生

徒に参加してもらえる方法を模索しなければなら

ない。

また教材に関して、本研究により事前準備によ

り工作当日のスケジュールを効果的な時間配分と
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する方法は見いだせたが、会員の事前準備に費や

す時間が膨大となり、会員の負担も増大した。

今後の教材開発には、この点にも留意しなけれ

ばならないこともわかった。

今後も行事をこなしていくだけでなく、参加者

の反応を注視しながら、更に活動と研究を発展さ

せていきたい。

青少年と科学技術を楽しむ会メンバー（所属）

永井　暉久＊（シスメックス（株）OB）
柏尾　俊行（兵庫県企業庁OB）
田畑　隆明（日立製作所OB）
武市久仁彦（兵庫県企業庁）

藤原　秀明（公立神崎総合病院）

山崎　国博（パナソニック）

高瀬　正廣（古野電気（株）OB）
高瀬　啓子（小学校教諭OG）
＊代表者
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