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ご挨拶

　本冊子では、電気通信大学産学官等連携推進本部の地域貢献部門がこの一年間、主になって推進し

てきた事業をとりまとめました。中をご覧になれば、おしなべて初等中等教育関連の活動割合が高い

こと、そしてシニア世代の卒業生、研究室、教員、学生ボランティアなどさまざまな形態で活動が実

施されていることにお気づきになると思います。

　一般に大学の地域貢献活動は、大学がどのような地域に設置されているか、大学がめざすところは

何かによって大きく異なります。統計的に見ると地域の産業振興への協力と学生ボランティア活動へ

の支援が多いようですが、前者については産学官等連携推進本部内のもうひとつの部門であるリエゾ

ン部門が主として担当することになっております。一方、ボランティア活動については一部活発な学

生諸君がいるものの、意識はまだ低いようです。理系の大学のため時間にゆとりのないこと、卒業後

教育分野に進む学生が少ないことが影響しているようです。その意味で本学の域貢献活動は、いわば

第三の道を選択しているといえるでしょう。

　上にあげた地域の産業振興と学生ボランティア支援は、地域がそれらを大学に期待しているからに

他なりません。東京の多摩地区という比較的静かな地域にあって、かつまわりに国公私立多数の大学

がある地域にある本学に地域が何を大学に期待するかを汲み取ることは容易ではありません。その中

で見えてきたことは、初等中等教育における理科教育への支援が広く受け入れられているということ

です。その意味で、工科系大学である本学への地域社会の期待は極めて大きいといえます。

　なお、参考のため、地域貢献部門が直接管掌してはいないが関連する地域貢献活動もまとめておき

ました。併せてご覧いただければ幸いです。

平成20年3月

地域貢献部門長

電気通信学部教授　林　茂雄



地域貢献関連カレンダー

月 地域貢献活動（主に理科教育分野） 公開講座 関連事項

４４４４月月月月

14 調布少年少女発明クラブ開講式

29 調布少年少女発明クラブ/子ども工作教室

5555月月月月

12 調布少年少女発明クラブ

EC研究科オープンキャンパス

おもちゃの病院

26 調布少年少女発明クラブ/子ども工作教室

6666月月月月

6 産学官連携DAY in 電通大

9 調布少年少女発明クラブ

16 おもちゃの病院

23 調布少年少女発明クラブ/子ども工作教室

7777月月月月

14 調布少年少女発明クラブ、

調布少年少女発明クラブ/子ども工作教室

子供サイエンス おもちゃの病院

28
公開講座　ゲーム情報学と人工知能 U.E.C.wings 鳥人間コンテスト

（～29日　琵琶湖）

8888月月月月

1 ひらめき☆ときめきサイエンス（中高生対象）

4 公開講座　ゲーム情報学と人工知能

17 ものづくり体験教室（～18日）

18 こどもサイエンス おもちゃの病院

21 工作出前講座　富士見台小学校

22 親子見学会

29 工作出前講座　富士見児童館

９９９９月月月月

8 調布少年少女発明クラブ

11 ＳＰＰ　渋谷区立富谷小学校

工作出前講座　八雲台小学校

子供サイエンス おもちゃの病院、

18 ＳＰＰ　渋谷区立富谷小学校

22 調布少年少女発明クラブ/子ども工作教室

29 公開講座　未来系ヒューマンインタフェース

10101010月月月月

2 ＳＰＰ　渋谷区立富谷小学校

6 ＳＰＰ　布田小学校

7 ＳＰＰ　布田小学校

13 調布少年少女発明クラブ

14 公開講座「未来形ヒューマンインタフェース」

ＳＰＰ　渋谷区立富谷小学校

工作出前講座　第三小学校

18 市民見学会

20 こどもサイエンス

23 ＳＰＰ　渋谷区立富谷小学校

27
調布少年少女発明クラブ/子ども工作教室 いなぎICカレッジ　「これでわかった本

場の英語」　第１回

30
ＳＰＰ　渋谷区立富谷小学校 市内・近隣大学等公開講座「情報化社

会の舞台裏」

工作出前講座　富士見児童館

ＳＰＰ　カリタス女子中学校

カラー部分は本文で取り上げてあります。
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地域貢献関連カレンダー

11111111月月月月
ＳＰＰ　布田小学校

鬼太郎モニュメント復興募金活
動表彰

6
市内・近隣大学等公開講座「情報化社
会の舞台裏」

10 調布少年少女発明クラブ

13
市内・近隣大学等公開講座「情報化社
会の舞台裏」

14 ＳＰＰ　カリタス女子中学校

17 こどもサイエンス いっしょに直そうおもちゃの病院

ＳＰＰ　渋谷区立富谷小学校

市内・近隣大学等公開講座「情報化社
会の舞台裏」

21 ＳＰＰ　カリタス女子中学校

23
電気通信大学フォーラム
2007、調布祭　（～25日）

地域貢献シンポシオン
ワークショップ

いなぎICカレッジ　これでわかった本場
の英語　第２回

第2回オープンキャンパス

流れと遊ぼう見学会 美化ボランティア

調布少年少女発明クラブ、子ども工作教室

１２１２１２１２月月月月

1 調布少年少女発明クラブ

8 調布少年少女発明クラブ

11 ＳＰＰ　渋谷区立富谷小学校

15 調布少年少女発明クラブ

22
調布少年少女発明クラブ いなぎICカレッジ　これでわかった本場

の英語　第３回

26 ＳＰＰ　立教女学院中学・高校

27 ＳＰＰ　立教女学院中学・高校

1111月月月月

12 調布少年少女発明クラブ

調布少年少女発明クラブ/子ども工作教室 いなぎICカレッジ　これでわかった本場
の英語　第４回

こどもサイエンス いっしょに直そうおもちゃの病院

2222月月月月

6 工作出前講座　富士見児童館

9 調布少年少女発明クラブ

16 こどもサイエンス いっしょに直そうおもちゃの病院

日本語ボランティア　フォローアップ講座

工作出前講座　北ノ台小学校

22 日本語ボランティア　フォローアップ講座

23
いなぎICカレッジ　これでわかった本場
の英語　第５回

28 日本語ボランティア　フォローアップ講座

29 日本語ボランティア　フォローアップ講座

3333月月月月

1 調布少年少女発明クラブ/子ども工作教
室15 こどもサイエンス いっしょに直そうおもちゃの病院

22
調布少年少女発明クラブ修了式 いなぎICカレッジ　これでわかった本場

の英語　第６回

（参考）電通大どおりイベントカレンダー
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地域貢献シンポシオン 2007

　地域貢献部門発足以来、調布祭企画としてCSR (Corporate Social Responsibility) をテーマとし

て地域貢献シンポシオンを開催してきました。今回は地域の理科教育もCSRたりうるのではな

いかという問題提起をして、次ページのように講演をしていただきました。

　講演内容については次ページからのプレゼンテーション資料をご覧ください。

　また、これまた継続して実施している「流れと遊ぼうコンテスト」も、今回は地域貢献とい

う側面を重視して見学会と銘打ち、シンポシオンの一環として実施することにしました。こち

らは「発明クラブホームページ(3)」にそのときの様子が説明してあります。



電気通信大学フォーラム 2007

地域貢献シンポシオン　地域の理科教育　をめぐって

2007年11月24日（土）

　子供の理科離れが叫ばれはじめて久しく経ちますが、一向に改善の兆しは見えてきません。最近では

大学発や科学館発の理科教育支援活動が登場してきましたが、企業が Corporate Social Responsibility の

一環として実施する理科教育、あるいはその支援活動も今後は重要になるのではないでしょうか。

第１部 10:00～16:00　「流れと遊ぼうコンテスト」見学会

場所：調布市立第一小学校（電通大向かい）

主催：(社) 日本流体力学会

共催：電気通信大学 地域貢献部門、調布少年少女発明クラブ（電通大子供発明クラブ）

協力：調布市立第一小学校

実行担当：電気通信大学大学院 電気通信学研究科 宮嵜研究室

講師：宇宙航空研究開発機構 (JAXA)

第２部 15:00～17:30 ワークショップ

　　「地域への理科教育：CSRの新しい可能性」

場所：電気通信大学 東６号館803会議室

主催：電気通信大学 地域貢献部門

開会の辞：　林　茂雄（電気通信大学 地域貢献部門長、調布少年少女発明クラブ会長）

1) CSRと大学の地域貢献
 福田 豊（電気通信大学 電気通信学部教授) 

　　2) 東芝科学館の地域社会における社会貢献活動の紹介
 小宮 雅紀（東芝科学館館長、小向東芝少年少女発明クラブ副会長）

3) 学校外での理科教育支援活動 －企業の社会貢献活動支援を受けながら－
桑門 聡  ((財)豊田理化学研究所理事、刈谷少年発明クラブ会長）

4) アジレント・テクノロジーの理科教育支援活動
小西 正之（アジレント・テクノロジー(株)　企画・広報部長）

5) 小中学校の教育現場から見た地域理科教育
吉川光子 (前 渋谷区立富谷小学校長、手創りサイエンスミュージアム）

問い合わせ先：電気通信大学研究協力課（TEL 042-443-5880, FAX 042-443-5108l,  kenkyo-k@office.uec.ac.jp）

　　

　



流れと遊ぼうコンテスト

一般参加者 　43名

JAXA 　 1名

スタッフ 約20名

地域への理科教育：CSRの新しい可能性

一般参加者 　21名

演者・司会 　  6名

　



1

ＣSRと大学の地域貢献

電気通信大学
人間コミュニケーション学科

福田 豊
2007/11/24

地域貢献シンポシオン2007 ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility)

• 長い歴史の中で2つのうねり
– 1970s,  2000s

• 引き金 : 企業不祥事
• CSRの新たなトレンド

– 市場主義の終焉
– 環境問題
– グローバリゼーション

• 企業評価のTriple bottom lines
– 財務面
– 環境
– コミュニティ(社会）

CSRって、何だ?

• 経営プロセスの中に、社会正義、道徳、環
境や人権への配慮を組み込むこと

• 大企業に限られない

• 新たな競争力の源泉

– 市場の進化・高度化

• 本業帰り

– フィランソロピーやメセナとは違う切り口

地域貢献部門は、地域社会の活性化を目
的として、本学の有する知的資源を地方
公共団体やNPO、教育機関等に還元する

とともに、地域社会との連携・交流を通じ
て大学の教育研究の活性化及び深化を
図るための支援を行う。

大学大学大学大学のののの地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献

新新新新たなたなたなたな産学連携産学連携産学連携産学連携ののののドメインドメインドメインドメイン

産学
連携

新たな産学連
携

企業（市場システム） 大学

非市場システム

CSR 地域貢献・協
働

大学大学大学大学のののの地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献とととと地域協働地域協働地域協働地域協働システムシステムシステムシステム研究事業研究事業研究事業研究事業
－－－－電気通信大学電気通信大学電気通信大学電気通信大学のののの場合場合場合場合－－－－

• コミュニティや非市場的活動領域における
協働の開発・実践を支援・推進

– 新たな産学連携システムの研究

– コミュニティ資源（ソーシャルキャピタル）の開
発・形成

– コミュニティ・テクノロジーの構想

• 電気通信大学ならではの地域貢献活動の
構想と推進

– 理科教育の高度化

– 科学技術知識の普及



東芝科学館東芝科学館東芝科学館東芝科学館のののの地域社会地域社会地域社会地域社会におけるにおけるにおけるにおける社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動
2007年年年年11月月月月24日日日日
東芝科学館東芝科学館東芝科学館東芝科学館 館長館長館長館長 小宮小宮小宮小宮 雅紀雅紀雅紀雅紀

小向東芝少年少女発明小向東芝少年少女発明小向東芝少年少女発明小向東芝少年少女発明クラブクラブクラブクラブ副会長副会長副会長副会長

１１１１．．．．東芝東芝東芝東芝ののののＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲ推進体制推進体制推進体制推進体制

ＣＳＲ本部

人事グループ

社長社長社長社長

ＣＳＲ推進室

社会貢献室

東芝科学館東芝科学館東芝科学館東芝科学館

東芝

人事部

社会産業部

生産統括グループ 環境推進部

東芝グループ社会貢献

２．ＣＳＲの一環としての社会貢献活動
社会貢献基本方針社会貢献基本方針社会貢献基本方針社会貢献基本方針

１１１１．．．．東芝東芝東芝東芝グループグループグループグループ経営理念経営理念経営理念経営理念、、、、東芝東芝東芝東芝グループグループグループグループ行動基準行動基準行動基準行動基準にににに基基基基づきづきづきづき、、、、
積極的積極的積極的積極的にににに社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献にににに努努努努めますめますめますめます。。。。

２２２２．．．．自然環境保護自然環境保護自然環境保護自然環境保護、、、、科学技術教育科学技術教育科学技術教育科学技術教育、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・文化振興文化振興文化振興文化振興、、、、
社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉、、、、国際親善国際親善国際親善国際親善のののの分野分野分野分野をををを中心中心中心中心にににに社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。

３３３３．．．．従業員従業員従業員従業員ののののボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。

・・・・よりよりよりより良良良良いいいい地球環境地球環境地球環境地球環境のののの実現実現実現実現のためにのためにのためにのために先導的先導的先導的先導的なななな役割役割役割役割をををを果果果果たしていくたしていくたしていくたしていく

・・・・世界世界世界世界のそれぞれののそれぞれののそれぞれののそれぞれの国国国国々、々、々、々、地域地域地域地域のののの文化文化文化文化やややや歴史歴史歴史歴史、、、、慣習慣習慣習慣習のののの違違違違いをいをいをいを
認識認識認識認識しししし、、、、尊重尊重尊重尊重するするするする企業企業企業企業であることであることであることであること

豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会のののの発展発展発展発展にににに貢献貢献貢献貢献していくしていくしていくしていく
6

ＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲ経営経営経営経営

利益利益利益利益あるあるあるある持続的成長持続的成長持続的成長持続的成長のののの実現実現実現実現



7

おおおお客様満足客様満足客様満足客様満足

働働働働きがいきがいきがいきがい

快適快適快適快適なななな職場職場職場職場

安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな製品製品製品製品

適切適切適切適切なななな情報提供情報提供情報提供情報提供

社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献

環境環境環境環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮

適切適切適切適切なななな利益還元利益還元利益還元利益還元

コーポレートガバナンスコーポレートガバナンスコーポレートガバナンスコーポレートガバナンス

タイムリータイムリータイムリータイムリーなななな情報開示情報開示情報開示情報開示

良良良良ききききパートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ

共同共同共同共同でのでのでのでのＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲ推進推進推進推進

納税納税納税納税

法令遵守法令遵守法令遵守法令遵守

政策政策政策政策へのへのへのへの協力協力協力協力

良良良良きききき協働協働協働協働

ステークホルダーステークホルダーステークホルダーステークホルダーとのとのとのとの関関関関わりわりわりわり

３３３３．．．．社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ
紹介紹介紹介紹介

東芝グループ社会貢献

３．活動事例

創業創業創業創業１５０１５０１５０１５０周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えるえるえるえる２０２５２０２５２０２５２０２５年年年年にににに向向向向けけけけ、、、、国内外国内外国内外国内外でででで
東京東京東京東京ドームドームドームドーム約約約約１０７１０７１０７１０７個分個分個分個分にあたるにあたるにあたるにあたる総計総計総計総計１５０１５０１５０１５０万本規模万本規模万本規模万本規模
のののの森林整備森林整備森林整備森林整備にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ

植植植植・・・・育林育林育林育林プログラムプログラムプログラムプログラム植植植植・・・・育林育林育林育林プログラムプログラムプログラムプログラム 教育教育教育教育プログラムプログラムプログラムプログラム教育教育教育教育プログラムプログラムプログラムプログラム

資金資金資金資金プログラムプログラムプログラムプログラム資金資金資金資金プログラムプログラムプログラムプログラム

東芝東芝東芝東芝グループグループグループグループ１５０１５０１５０１５０万本万本万本万本のののの森森森森づくりづくりづくりづくり東芝東芝東芝東芝グループグループグループグループ１５０１５０１５０１５０万本万本万本万本のののの森森森森づくりづくりづくりづくり

自然環境保護自然環境保護自然環境保護自然環境保護

150150150150万本万本万本万本のののの森森森森づくりづくりづくりづくり

150150150150万本万本万本万本のののの森森森森づくりづくりづくりづくりマークマークマークマーク

150150150150万本万本万本万本のののの森森森森づくりのづくりのづくりのづくりの３３３３つのつのつのつの柱柱柱柱

「「「「東芝東芝東芝東芝グループグループグループグループ150150150150万本万本万本万本のののの森森森森づくりづくりづくりづくり」」」」
ホームページホームページホームページホームページ

TBLSTBLSTBLSTBLSのののの寄付金付寄付金付寄付金付寄付金付「「「「緑茶緑茶緑茶緑茶」」」」販売販売販売販売
東芝グループ社会貢献

自然環境保護自然環境保護自然環境保護自然環境保護３．活動事例

中国黄土高原植林中国黄土高原植林中国黄土高原植林中国黄土高原植林ツアーツアーツアーツアー 企業企業企業企業のののの森森森森・・・・東芝東芝東芝東芝（（（（御岳御岳御岳御岳））））植林植林植林植林足尾植林足尾植林足尾植林足尾植林

自然観察会自然観察会自然観察会自然観察会（（（（森森森森のののの科学探検隊科学探検隊科学探検隊科学探検隊）））） タイタイタイタイ マングローブマングローブマングローブマングローブ植林植林植林植林 東京東京東京東京 奥多摩植林奥多摩植林奥多摩植林奥多摩植林

東芝グループ社会貢献

３．活動事例

東芝科学館東芝科学館東芝科学館東芝科学館 エクスプロラエクスプロラエクスプロラエクスプロラ・・・・ビジョンビジョンビジョンビジョン・・・・アワードアワードアワードアワード

家電製品分解家電製品分解家電製品分解家電製品分解ワークショップワークショップワークショップワークショップ

科学技術教育科学技術教育科学技術教育科学技術教育

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯとのとのとのとの協働協働協働協働によるによるによるによる実験教室実験教室実験教室実験教室
北米最大北米最大北米最大北米最大のののの科学科学科学科学コンテストコンテストコンテストコンテスト
幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園からからからから高校生高校生高校生高校生までがまでがまでがまでが２０２０２０２０年後年後年後年後にににに実施可能実施可能実施可能実施可能
なななな技術技術技術技術をををを予想予想予想予想しししし、ＨＰ、ＨＰ、ＨＰ、ＨＰでででで提案提案提案提案。。。。

小中学生小中学生小中学生小中学生のののの親子親子親子親子がががが東芝製品東芝製品東芝製品東芝製品のののの分分分分
解解解解にににに挑戦挑戦挑戦挑戦 従業員従業員従業員従業員がががが分解博士分解博士分解博士分解博士としとしとしとし
ててててボランティアボランティアボランティアボランティア参加参加参加参加

工場見学工場見学工場見学工場見学・・・・体験学習体験学習体験学習体験学習のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ

多多多多くのくのくのくの会社会社会社会社・・・・事業場事業場事業場事業場でででで実施実施実施実施
写真写真写真写真はははは中国常州東芝変圧器社中国常州東芝変圧器社中国常州東芝変圧器社中国常州東芝変圧器社のののの工場見学工場見学工場見学工場見学とととと、、、、
東芝東芝東芝東芝パソコンシステムパソコンシステムパソコンシステムパソコンシステムででででパソコンパソコンパソコンパソコンののののクリーニングクリーニングクリーニングクリーニングをををを
体験体験体験体験するするするする中学生中学生中学生中学生 東芝グループ社会貢献

３．活動事例
東芝希望工程小学校東芝希望工程小学校東芝希望工程小学校東芝希望工程小学校（（（（中国中国中国中国）））） 手作手作手作手作りでりでりでりで学校学校学校学校をををを作作作作るるるるボランティアボランティアボランティアボランティア

（（（（カンボジアカンボジアカンボジアカンボジア））））

教科書教科書教科書教科書のののの寄贈寄贈寄贈寄贈（（（（フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン））））

国際親善国際親善国際親善国際親善

制服制服制服制服やややや本本本本のののの寄贈寄贈寄贈寄贈（（（（インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア））））

2005200520052005年年年年からからからから中国青少年発展基金会中国青少年発展基金会中国青少年発展基金会中国青少年発展基金会とととと
協働協働協働協働でででで毎年毎年毎年毎年2222校校校校ずつずつずつずつ小学校小学校小学校小学校をををを建設建設建設建設

NPONPONPONPO法人法人法人法人JHPJHPJHPJHP・・・・学校学校学校学校をつくるをつくるをつくるをつくる会会会会のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに賛同賛同賛同賛同しししし、、、、
東芝東芝東芝東芝グループグループグループグループ労働組合連合会労働組合連合会労働組合連合会労働組合連合会のののの主導主導主導主導でででで多多多多くのくのくのくの従業員従業員従業員従業員がががが参加参加参加参加

東芝情報機器東芝情報機器東芝情報機器東芝情報機器フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン社社社社とととと東芝東芝東芝東芝はははは、、、、ラグナラグナラグナラグナ州州州州サンタロササンタロササンタロササンタロサ市市市市のののの
小学校小学校小学校小学校へへへへ数学数学数学数学とととと理科理科理科理科のののの教科書教科書教科書教科書をををを寄贈寄贈寄贈寄贈。。。。

東芝家電製造東芝家電製造東芝家電製造東芝家電製造インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア社社社社ではではではでは、、、、校舎校舎校舎校舎のののの整備整備整備整備とととと、、、、
就学困難就学困難就学困難就学困難なななな子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに教材教材教材教材、、、、文具文具文具文具、、、、制服制服制服制服などをなどをなどをなどを寄贈寄贈寄贈寄贈



東芝グループ社会貢献

３．活動事例

東芝東芝東芝東芝グループグループグループグループのののの３３３３財団財団財団財団

国際親善国際親善国際親善国際親善

東芝国際交流財団東芝国際交流財団東芝国際交流財団東芝国際交流財団 1989198919891989年設立年設立年設立年設立 対日理解対日理解対日理解対日理解とととと国際交流国際交流国際交流国際交流のののの促進促進促進促進。。。。

東芝東芝東芝東芝アメリカアメリカアメリカアメリカ財団財団財団財団 1990199019901990年設立年設立年設立年設立
科学教育科学教育科学教育科学教育プログラムプログラムプログラムプログラムへのへのへのへの助成助成助成助成。。。。

東芝東芝東芝東芝タイタイタイタイ財団財団財団財団 1991199119911991年設立年設立年設立年設立
技術系学生技術系学生技術系学生技術系学生へのへのへのへの奨学金奨学金奨学金奨学金のののの支給支給支給支給、、、、研究開発機関研究開発機関研究開発機関研究開発機関へのへのへのへの寄付寄付寄付寄付。。。。

国立博物館国立博物館国立博物館国立博物館のののの外国語館内外国語館内外国語館内外国語館内
案内案内案内案内パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットのののの作製支援作製支援作製支援作製支援

国際国際国際国際シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウムのののの開催開催開催開催 美術品修復事業美術品修復事業美術品修復事業美術品修復事業のののの支援支援支援支援

技術系大学生技術系大学生技術系大学生技術系大学生へのへのへのへの奨学金支援奨学金支援奨学金支援奨学金支援

東芝グループ社会貢献

３．活動事例
ピンクリボンピンクリボンピンクリボンピンクリボン活動活動活動活動のののの支援支援支援支援 介護情報介護情報介護情報介護情報サイトサイトサイトサイト「「「「東芝東芝東芝東芝けあけあけあけあコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ」」」」

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

中古中古中古中古パソコンパソコンパソコンパソコンをををを福祉団体等福祉団体等福祉団体等福祉団体等にににに寄贈寄贈寄贈寄贈

乳乳乳乳がんがんがんがん早期発見早期発見早期発見早期発見、、、、早期診断早期診断早期診断早期診断、、、、早期治療早期治療早期治療早期治療をををを呼呼呼呼びかけるびかけるびかけるびかけるピンクピンクピンクピンク
リボンリボンリボンリボン活動活動活動活動をををを支援支援支援支援。。。。ウオークイベントウオークイベントウオークイベントウオークイベント協賛協賛協賛協賛・・・・天然水売上天然水売上天然水売上天然水売上のののの
寄付寄付寄付寄付などなどなどなど。。。。

2000200020002000年年年年からからからから介護情報介護情報介護情報介護情報サイトサイトサイトサイト「「「「東芝東芝東芝東芝けあけあけあけあコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ」」」」運営運営運営運営。。。。
2006200620062006年度年度年度年度はははは880880880880万万万万PVPVPVPV。。。。http://http://http://http://care.toshiba.co.jpcare.toshiba.co.jpcare.toshiba.co.jpcare.toshiba.co.jp////

NPONPONPONPOイーパーツイーパーツイーパーツイーパーツとととと協働協働協働協働でででで、、、、社内社内社内社内でででで使使使使われなくなったわれなくなったわれなくなったわれなくなったパソコンパソコンパソコンパソコン
をををを寄贈寄贈寄贈寄贈。。。。2006200620062006年年年年からこれまでにからこれまでにからこれまでにからこれまでに約約約約２００２００２００２００台台台台

社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人によるによるによるによる社内販売会社内販売会社内販売会社内販売会

福祉作業所福祉作業所福祉作業所福祉作業所のののの商品販売会商品販売会商品販売会商品販売会をををを（（（（本本本本）、（）、（）、（）、（HRD)HRD)HRD)HRD)内売店内売店内売店内売店にてにてにてにて

東芝グループ社会貢献

３．活動事例

ラグビーラグビーラグビーラグビー部部部部、、、、バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール部部部部、、、、野球部野球部野球部野球部、、、、ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス部部部部によるによるによるによるスポーツスポーツスポーツスポーツ教室教室教室教室

スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・文化振興文化振興文化振興文化振興

東芝科学館

４４４４．．．．東芝科学館東芝科学館東芝科学館東芝科学館のののの概要概要概要概要とととと活動活動活動活動

Toshiba Science MuseumToshiba Science MuseumToshiba Science MuseumToshiba Science MuseumToshiba Science MuseumToshiba Science MuseumToshiba Science MuseumToshiba Science Museum

東京東京東京東京

横浜横浜横浜横浜

東京湾東京湾東京湾東京湾川崎川崎川崎川崎

1961196119611961年開館年開館年開館年開館

「「「「人人人人とととと科学科学科学科学のふれあいのふれあいのふれあいのふれあい」」」」ををををテーマテーマテーマテーマにににに…………

東芝東芝東芝東芝のののの技術技術技術技術とととと科学科学科学科学ををををアテンダントアテンダントアテンダントアテンダントによるによるによるによる案内案内案内案内、、、、体験体験体験体験をををを通通通通したしたしたした

展示物展示物展示物展示物でごでごでごでご紹介紹介紹介紹介していますしていますしていますしています。。。。

新宿新宿新宿新宿

年間来館者数

Ｈ１８年度１２５，０２４人

来館者推移来館者推移来館者推移来館者推移来館者推移来館者推移来館者推移来館者推移（（（（（（（（HHHHHHHH１４１４１４１４～～～～１４１４１４１４～～～～HHHHHHHH１８１８１８１８））））１８１８１８１８））））

0

50,000

100,000

150,000

Ｈ１４合計 Ｈ１５合計 Ｈ１６合計 Ｈ１7合計 Ｈ１8合計

ﾌﾘｰ来館者

海外

一般団体

講座人数

官公庁･企業

学校関係

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ１８１８１８１８年年年年８８８８月月月月８００８００８００８００万人万人万人万人到達到達到達到達））））

学校関係,
50,497

官公庁・企業,
8,226講座, 33,283

一般団体, 5,226

フリー来館者,
24,438

海外, 3,354



展示構成展示構成展示構成展示構成（（（（約約約約100100100100点点点点））））

1F  1F  1F  1F  将来将来将来将来
地球環境地球環境地球環境地球環境
エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

2F2F2F2F 現在現在現在現在

デジタルデジタルデジタルデジタル技術技術技術技術・・・・ 映像映像映像映像

3F3F3F3F 歴史歴史歴史歴史

半導体半導体半導体半導体・・・・医用医用医用医用

・・・・電気電気電気電気・・・・発電発電発電発電のののの歴史歴史歴史歴史

・・・・電気電気電気電気のののの応用応用応用応用

・・・・地球環境地球環境地球環境地球環境をををを守守守守るためのるためのるためのるための

新新新新しいしいしいしいテクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー

・・・・ユビキタスユビキタスユビキタスユビキタス

・・・・携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話

・・・・HD DVDHD DVDHD DVDHD DVD

・・・・PCPCPCPC

・・・・テレビテレビテレビテレビ（（（（REGZAREGZAREGZAREGZA））））

・・・・燃料電池燃料電池燃料電池燃料電池

・・・・創業者創業者創業者創業者のののの部屋部屋部屋部屋

・・・・1111号機号機号機号機ものがたりものがたりものがたりものがたり

・・・・あかりのあかりのあかりのあかりの部屋部屋部屋部屋

・・・・半導体半導体半導体半導体

・・・・医用機器医用機器医用機器医用機器

土曜日科学実験教室土曜日科学実験教室土曜日科学実験教室土曜日科学実験教室

第第第第1111土曜日土曜日土曜日土曜日 アトムアトムアトムアトム工房科学実験教室工房科学実験教室工房科学実験教室工房科学実験教室 第第第第2222・・・・第第第第5555土曜日土曜日土曜日土曜日 イベントアラカルトイベントアラカルトイベントアラカルトイベントアラカルト

第第第第3333土曜日土曜日土曜日土曜日 ＧＥＭＳＧＥＭＳＧＥＭＳＧＥＭＳ探検隊探検隊探検隊探検隊 第第第第4444土曜日土曜日土曜日土曜日 ガリレオガリレオガリレオガリレオ工房科学実験教室工房科学実験教室工房科学実験教室工房科学実験教室

第第第第1111土曜日土曜日土曜日土曜日 アトムアトムアトムアトム工房科学実験教室工房科学実験教室工房科学実験教室工房科学実験教室

対象対象対象対象：：：：小学校小学校小学校小学校1111年生年生年生年生～～～～4444年生年生年生年生 親子親子親子親子

開催開催開催開催テーマテーマテーマテーマ
・・・・電気電気電気電気
・・・・光光光光
・・・・力学力学力学力学

etcetcetcetc・・・・・・・・・・・・

第第第第2222・・・・第第第第5555土曜日土曜日土曜日土曜日 イベントアラカルトイベントアラカルトイベントアラカルトイベントアラカルト

対象対象対象対象：：：：どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも（（（（ただしただしただしただし開催内容開催内容開催内容開催内容によるによるによるによる））））

開催開催開催開催テーマテーマテーマテーマ
・・・・サイエンスショーサイエンスショーサイエンスショーサイエンスショー
・・・・科学劇科学劇科学劇科学劇（（（（キュリーキュリーキュリーキュリー夫人夫人夫人夫人 他他他他））））

・・・・自然科学自然科学自然科学自然科学
・・・・算数算数算数算数、、、、数学数学数学数学

etcetcetcetc・・・・・・・・・・・・

AM: AM: AM: AM: 小学校小学校小学校小学校1111年生年生年生年生～～～～4444年生年生年生年生
PM: PM: PM: PM: 小学校小学校小学校小学校3333年生年生年生年生～～～～中学生中学生中学生中学生

開催開催開催開催テーマテーマテーマテーマ
・・・・サイエンスショーサイエンスショーサイエンスショーサイエンスショー
・・・・科学劇科学劇科学劇科学劇（（（（キュリーキュリーキュリーキュリー夫人夫人夫人夫人 他他他他））））

・・・・自然科学自然科学自然科学自然科学
・・・・算数算数算数算数、、、、数学数学数学数学

etcetcetcetc・・・・・・・・・・・・

第第第第3333土曜日土曜日土曜日土曜日 ＧＥＭＳＧＥＭＳＧＥＭＳＧＥＭＳ探検隊探検隊探検隊探検隊

・・・・電気電気電気電気、、、、磁気磁気磁気磁気
・・・・光光光光
・・・・力学力学力学力学
・・・・環境環境環境環境

etcetcetcetc・・・・・・・・・・・・

第第第第4444土曜日土曜日土曜日土曜日 ガリレオガリレオガリレオガリレオ工房科学実験教室工房科学実験教室工房科学実験教室工房科学実験教室

対象対象対象対象：：：：小学校小学校小学校小学校3333年生年生年生年生～～～～中学生中学生中学生中学生



発明発明発明発明クラブクラブクラブクラブ
1974197419741974年年年年、、、、日本日本日本日本でででで「「「「発明発明発明発明クラブクラブクラブクラブ」」」」がががが発足発足発足発足
今日今日今日今日ではではではでは、、、、全国全国全国全国47474747都道府県都道府県都道府県都道府県にににに202202202202ののののクラブクラブクラブクラブ、、、、9,0009,0009,0009,000人人人人をををを
超超超超えるえるえるえる子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが、、、、未来未来未来未来のののの発明家発明家発明家発明家をををを目指目指目指目指しししし、、、、活動活動活動活動をををを
続続続続けているけているけているけている。。。。

小向東芝少年少女発明小向東芝少年少女発明小向東芝少年少女発明小向東芝少年少女発明クラブクラブクラブクラブ

設立設立設立設立：：：：2004200420042004年年年年6666月月月月
（（（（神奈川県内神奈川県内神奈川県内神奈川県内3333番目番目番目番目ののののクラブクラブクラブクラブとしてとしてとしてとして誕生誕生誕生誕生））））

今年度今年度今年度今年度クラブクラブクラブクラブ員数員数員数員数：：：：147147147147名名名名

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 小計 中１ 中２ 中３ 小計 合計

男 13 8 7 33 19 10 90 3 1 0 4 94

女 4 5 4 24 12 3 52 1 0 0 1 53

小計 17 13 11 57 31 13 142 4 1 0 5 147

人数内訳人数内訳人数内訳人数内訳

会長会長会長会長 東芝研究開発東芝研究開発東芝研究開発東芝研究開発センターセンターセンターセンター所長所長所長所長

指導員指導員指導員指導員
東芝研究開発東芝研究開発東芝研究開発東芝研究開発センターセンターセンターセンター 研究者研究者研究者研究者
近隣地区小学校教諭近隣地区小学校教諭近隣地区小学校教諭近隣地区小学校教諭

活動日活動日活動日活動日
Ａ（Ａ（Ａ（Ａ（初心者初心者初心者初心者））））コースコースコースコース 第第第第3333土曜日土曜日土曜日土曜日ＡＭＡＭＡＭＡＭ
Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（経験者経験者経験者経験者））））コースコースコースコース 第第第第4444土曜日土曜日土曜日土曜日ＡＭＡＭＡＭＡＭ
ロボットコースロボットコースロボットコースロボットコース 第第第第2222土曜日土曜日土曜日土曜日ＡＭＡＭＡＭＡＭ
キッズコースキッズコースキッズコースキッズコース 第第第第3333土曜日土曜日土曜日土曜日ＰＭＰＭＰＭＰＭ

小向東芝少年少女発明小向東芝少年少女発明小向東芝少年少女発明小向東芝少年少女発明クラブクラブクラブクラブ

AAAA（（（（初心者初心者初心者初心者））））コースコースコースコース 55555555名名名名
Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（経験者経験者経験者経験者））））コースコースコースコース 27272727名名名名
ロボットコースロボットコースロボットコースロボットコース 34343434名名名名
キッズコースキッズコースキッズコースキッズコース 31313131名名名名

卵落卵落卵落卵落としとしとしとし

パソコンパソコンパソコンパソコン解体解体解体解体

ロボットコンテストロボットコンテストロボットコンテストロボットコンテスト

ペットボトルロケットペットボトルロケットペットボトルロケットペットボトルロケット

キットキットキットキットをををを使使使使ってってってって「「「「作作作作るるるる」」」」のではなくのではなくのではなくのではなく「「「「創創創創りあげようりあげようりあげようりあげよう！」！」！」！」

毎年白熱するテーマの1つ。工

作用紙・ハサミ・セロテープのみ
を使い、2階から落としても卵が

割れない「容器」を創る。箱タイ
プ、羽付きタイプ、パラシュート
タイプ、クラブ員それぞれが、考
え、工夫をし完成させる。
毎年、10％程度のクラブ員が成

功する。

研究者と作ろう！シリーズの1つ。日頃、使用する

機会も多いＰＣを実際に解体し、その仕組みを理解
すると共に、リサイクル・環境について考える回。
なかなか観ることのできないＰＣの内部は、クラブ
員には興味の宝箱！汗を流しながら解体するクラ
ブ員もいるほど・・・

ロボットキット「プチロボ」を使い
ロボットコンテストを実施。
ロボットキットを作ったら、「走行
コンテスト」・「ボール得点チャレ
ンジ」・「デザインコンテスト」に
挑戦していく。作って終わり、で
はなく、作ったロボットを自分な
りに、家にあるものを使い、工
夫をほどこしコンテストに参加す
る。毎年、クラブ員だけでなく、
保護者も熱中している様子も、
よく見かけられる・・・

夏に開催したペットボトル
ロケット。簡単な仕組みを
説明し、あとはクラブ員の
創造性にお任せ！
尾翼を工夫したり、ロケッ
ト船体の重さをできるだけ
軽くするよう工夫するクラ
ブ員など・・・完成した作品
も十人十色。校庭の端か
ら端まで飛んだ力作が
揃った。

春・夏・秋･冬休みにも、各種イベントを開催。季節のイベントを通して、

科学館を身近に感じてもらい、楽しみながら科学への興味を広げる。
（科学講座、工作教室、演劇、コンサート、朗読会、大道芸など）

季節イベント

パソコンパソコンパソコンパソコン教室教室教室教室
パソコンパソコンパソコンパソコンがががが初初初初めてのめてのめてのめての方方方方のためののためののためののための、、、、

インストラクターインストラクターインストラクターインストラクターによるによるによるによる一斉授業一斉授業一斉授業一斉授業。。。。

生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの場場場場としてとしてとしてとして、、、、おおおお客様客様客様客様のののの

ニーズニーズニーズニーズにににに合合合合ったったったった教室教室教室教室のののの展開展開展開展開をををを目指目指目指目指すすすす。。。。

WindowsWindowsWindowsWindows ⇒⇒⇒⇒ VISTAVISTAVISTAVISTA

パソコンパソコンパソコンパソコン自習室自習室自習室自習室
自分自分自分自分ののののペースペースペースペースででででパソコンパソコンパソコンパソコンをををを学習学習学習学習しししし、、、、

質問質問質問質問にはにはにはにはインストラクターインストラクターインストラクターインストラクターがががが対応対応対応対応。。。。

自己学習自己学習自己学習自己学習のののの場場場場のののの提供提供提供提供。。。。

館外活動館外活動館外活動館外活動

・・・・出張科学授業出張科学授業出張科学授業出張科学授業（（（（カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム提供提供提供提供））））
・・・・理数大好理数大好理数大好理数大好ききききモデルモデルモデルモデル地区事業地区事業地区事業地区事業
・・・・国際交流国際交流国際交流国際交流フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル
・・・・宇宙宇宙宇宙宇宙のののの日日日日イベントイベントイベントイベント
・・・・楽大師楽大師楽大師楽大師
・・・・みなとみなとみなとみなと感謝祭感謝祭感謝祭感謝祭
などなどなどなど…………



地域地域地域地域でのでのでのでの協働協働協働協働

・・・・全国博物館協議会全国博物館協議会全国博物館協議会全国博物館協議会
・・・・全国科学館連携協議会全国科学館連携協議会全国科学館連携協議会全国科学館連携協議会
・・・・神奈川県企業博物館連絡会神奈川県企業博物館連絡会神奈川県企業博物館連絡会神奈川県企業博物館連絡会
・・・・神奈川県博物館協会神奈川県博物館協会神奈川県博物館協会神奈川県博物館協会
・・・・川崎市域博物館連絡会川崎市域博物館連絡会川崎市域博物館連絡会川崎市域博物館連絡会
・・・・ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、諸団体諸団体諸団体諸団体、ＯＢ、ＯＢ、ＯＢ、ＯＢ
・・・・市市市市、、、、県県県県、、、、都都都都、、、、学校学校学校学校、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
・・・・理科部会理科部会理科部会理科部会

サマースクールサマースクールサマースクールサマースクール

算数算数算数算数ゲームゲームゲームゲーム体験体験体験体験コーナーコーナーコーナーコーナー

ごごごご静聴静聴静聴静聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました

企企企企 業業業業

・・・・価値価値価値価値あるあるあるある製品製品製品製品、、、、

サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供

・・・・適正適正適正適正なななな利潤利潤利潤利潤

・・・・配当配当配当配当・・・・納税納税納税納税・・・・雇用雇用雇用雇用

・・・・法令遵守法令遵守法令遵守法令遵守

・・・・ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンス

・・・・リスクリスクリスクリスク・・・・危機管理危機管理危機管理危機管理

・・・・行動基準行動基準行動基準行動基準

・・・・価値価値価値価値あるあるあるある製品製品製品製品、、、、

サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供

・・・・適正適正適正適正なななな利潤利潤利潤利潤

・・・・配当配当配当配当・・・・納税納税納税納税・・・・雇用雇用雇用雇用

・・・・法令遵守法令遵守法令遵守法令遵守

・・・・ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンス

・・・・リスクリスクリスクリスク・・・・危機管理危機管理危機管理危機管理

・・・・行動基準行動基準行動基準行動基準

・・・・環境方針環境方針環境方針環境方針

・・・・環境環境環境環境マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

・・・・環境調和型製品環境調和型製品環境調和型製品環境調和型製品

・・・・環境報告環境報告環境報告環境報告

・・・・ステークホルダーステークホルダーステークホルダーステークホルダー尊重尊重尊重尊重

・・・・労働基準労働基準労働基準労働基準、、、、人材活用人材活用人材活用人材活用

・・・・サプライヤーサプライヤーサプライヤーサプライヤー関係関係関係関係

・・・・社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動

・・・・情報開示情報開示情報開示情報開示

経済的側面経済的側面経済的側面経済的側面

環境的側面環境的側面環境的側面環境的側面

社会的側面社会的側面社会的側面社会的側面

持持持持 続続続続 的的的的 成成成成 長長長長 （Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌ（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌ（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌ（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌe GrowthGrowthGrowthGrowth））））

ＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲのののの３３３３つのつのつのつの側面側面側面側面（（（（トリプルトリプルトリプルトリプル・・・・ボトムラインボトムラインボトムラインボトムライン））））

ＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲ活動活動活動活動のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

35

地球環境に対する取り組み

発電所発電所発電所発電所ののののＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出量削減排出量削減排出量削減排出量削減のためにのためにのためにのために

自社工場自社工場自社工場自社工場ののののＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出排出排出排出
量削減量削減量削減量削減のためにのためにのためにのために

輸送輸送輸送輸送ののののＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出量削減排出量削減排出量削減排出量削減
のためにのためにのためにのために

◆◆◆◆原子力発電原子力発電原子力発電原子力発電
CO2CO2CO2CO2排出量排出量排出量排出量がががが、、、、対石炭火力比対石炭火力比対石炭火力比対石炭火力比でででで約約約約34343434分分分分のののの1111

ＥＣＯＥＣＯＥＣＯＥＣＯスタイルスタイルスタイルスタイル発表発表発表発表
高効率高効率高効率高効率LEDLEDLEDLEDダウンライトダウンライトダウンライトダウンライト
EEEE----CORECORECORECORE

◆◆◆◆火力発電火力発電火力発電火力発電のののの高温化高温化高温化高温化・・・・高効率化高効率化高効率化高効率化
年間約年間約年間約年間約15151515万万万万トントントントンののののCO2CO2CO2CO2排出量排出量排出量排出量をををを削減削減削減削減（（（（現有最新鋭機比現有最新鋭機比現有最新鋭機比現有最新鋭機比））））

◆◆◆◆大清快大清快大清快大清快SDRSDRSDRSDRシリーズシリーズシリーズシリーズ
CO2CO2CO2CO2排出量排出量排出量排出量をををを432kg(45%)432kg(45%)432kg(45%)432kg(45%)削減削減削減削減（（（（96969696年当社製品比年当社製品比年当社製品比年当社製品比））））

◆◆◆◆高効率高効率高効率高効率LEDLEDLEDLEDダウンライトダウンライトダウンライトダウンライトEEEE----CORECORECORECORE
CO2CO2CO2CO2排出量排出量排出量排出量をををを28kg(85%)28kg(85%)28kg(85%)28kg(85%)削減削減削減削減（（（（白熱灯比白熱灯比白熱灯比白熱灯比））））

家庭家庭家庭家庭ののののＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出量削減排出量削減排出量削減排出量削減のためにのためにのためにのために

◆◆◆◆ハイブリッドトラックハイブリッドトラックハイブリッドトラックハイブリッドトラック・・・・自動車用自動車用自動車用自動車用モータモータモータモータ
燃費燃費燃費燃費をををを1.31.31.31.3倍倍倍倍にににに向上向上向上向上（（（（ハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッド化化化化によりによりによりにより））））

◆◆◆◆クリーンルームエコノロジープロジェクトクリーンルームエコノロジープロジェクトクリーンルームエコノロジープロジェクトクリーンルームエコノロジープロジェクト
CO2CO2CO2CO2排出量排出量排出量排出量をををを60606060万万万万トントントントン削減削減削減削減（（（（成行成行成行成行きききき排出量比排出量比排出量比排出量比））））
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財団法人豊田理化学研究所 理事

刈谷少年発明クラブ 会長

桑門 聰

「学校外での理科教育支援活動」

－企業の社会貢献活動支援を受けながら－

本日の予定

１１１１・・・・自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介

２・企業の社会貢献と刈谷少年発明クラブ

３・刈谷少年発明クラブ運営の考え方

４・刈谷少年発明クラブは理科離れの歯止めになっているか

５・愛知県下における少年少女発明クラブ新設について

６・まとめ

１９６８１９６８１９６８１９６８・・・・東大工学部精密機械卒業東大工学部精密機械卒業東大工学部精密機械卒業東大工学部精密機械卒業・・・・日本電装入社日本電装入社日本電装入社日本電装入社 研究開発部研究開発部研究開発部研究開発部

ＡＢＳＡＢＳＡＢＳＡＢＳのののの開発開発開発開発
乗員保護装置乗員保護装置乗員保護装置乗員保護装置のののの開発開発開発開発（（（（シートシートシートシート）（）（）（）（シートベルトシートベルトシートベルトシートベルト）））） （（（（エアーバッグエアーバッグエアーバッグエアーバッグ））））
振動振動振動振動・・・・騒音低減騒音低減騒音低減騒音低減のののの研究研究研究研究（（（（エンジンエンジンエンジンエンジン、、、、ミッションミッションミッションミッション、、、、ボデーボデーボデーボデー））））

１９８８１９８８１９８８１９８８・・・・エアーバッグエアーバッグエアーバッグエアーバッグ技術部技術部技術部技術部 （（（（エアバッグエアバッグエアバッグエアバッグのののの商品化商品化商品化商品化））））

自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介

２００１２００１２００１２００１ 財団法人財団法人財団法人財団法人 豊田理化学研究所豊田理化学研究所豊田理化学研究所豊田理化学研究所・・・・刈谷少年発明刈谷少年発明刈谷少年発明刈谷少年発明クラブクラブクラブクラブ副会長副会長副会長副会長

日本工学教育協会 企画・海外委員会

精密工学会 モノづくり教育体系委員会

厚生労働省技術者高度化研究会・委員・調査員

JABEE 審査長

１９９７１９９７１９９７１９９７・・・・技術研修技術研修技術研修技術研修センターセンターセンターセンター

技術開発技術開発技術開発技術開発
↓↓↓↓

人材開発人材開発人材開発人材開発

２００３２００３２００３２００３ 理事理事理事理事 会長会長会長会長

内閣総理大臣杯受賞内閣総理大臣杯受賞内閣総理大臣杯受賞内閣総理大臣杯受賞

マラソンマラソンマラソンマラソン

ゴルフゴルフゴルフゴルフ

完走完走完走完走ホノルルホノルルホノルルホノルル

私のモットー

たった一度しかない人生

明るく、 楽しく、 軽やかに

そして真面目に

思考の三原則を忘れずに

１・根幹的に

２・多面的に

３・長期的に

本日の予定

１・自己紹介

２２２２・・・・企業企業企業企業のののの社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献とととと刈谷少年発明刈谷少年発明刈谷少年発明刈谷少年発明クラブクラブクラブクラブ

３・刈谷少年発明クラブ運営の考え方

４・刈谷少年発明クラブは理科離れの歯止めになっているか

５・愛知県下における少年少女発明クラブ新設について

６・まとめ

１．社会貢献活動とは１．社会貢献活動とは

企業企業企業企業もももも社会社会社会社会をををを構成構成構成構成するするするする一市民一市民一市民一市民（＝（＝（＝（＝企業市民企業市民企業市民企業市民））））であるとのであるとのであるとのであるとの考考考考えからえからえからえから、、、、

社会社会社会社会のののの課題解決課題解決課題解決課題解決にににに自発的自発的自発的自発的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ活動活動活動活動

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ．．．．企業企業企業企業のののの社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動のののの状況状況状況状況．．．．企業企業企業企業のののの社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動のののの状況状況状況状況 （（（（株株株株））））デンソーデンソーデンソーデンソーのののの事例事例事例事例（（（（株株株株））））デンソーデンソーデンソーデンソーのののの事例事例事例事例

リソースリソースリソースリソース

・・・・ヒトヒトヒトヒト（（（（社員社員社員社員のののの専門性専門性専門性専門性））））

・・・・モノモノモノモノ（（（（設備設備設備設備・・・・機器機器機器機器・・・・施設施設施設施設））））

・・・・おおおお金金金金

・・・・ノウハウノウハウノウハウノウハウ（（（（マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント））））

地域社会地域社会地域社会地域社会企企企企 業業業業

地域社会地域社会地域社会地域社会のののの課題解決課題解決課題解決課題解決

・・・・障障障障がいがいがいがい者者者者・・・・高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉

・・・・環境保全環境保全環境保全環境保全
・・・・青少年青少年青少年青少年のののの健全育成健全育成健全育成健全育成
・・・・災害救援災害救援災害救援災害救援
・・・・芸術芸術芸術芸術・・・・文化振興文化振興文化振興文化振興 等等等等

社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動
・・・・寄付活動寄付活動寄付活動寄付活動
・・・・会社主催会社主催会社主催会社主催プログラムプログラムプログラムプログラム
・・・・社員社員社員社員ボランティアボランティアボランティアボランティア支援支援支援支援

①①①①企業行動企業行動企業行動企業行動へのへのへのへの信頼信頼信頼信頼・・・・共感共感共感共感
⇒⇒⇒⇒ 事業活動事業活動事業活動事業活動のののの円滑化円滑化円滑化円滑化
②②②②社員社員社員社員のののの社会性社会性社会性社会性・・・・視野視野視野視野のののの拡大拡大拡大拡大
⇒⇒⇒⇒ 人人人人づくりづくりづくりづくり
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◆◆◆◆９０９０９０９０年年年年１２１２１２１２月月月月にににに「「「「経団連経団連経団連経団連１１１１％％％％クラブクラブクラブクラブ」」」」がががが発足発足発足発足、、、、企業企業企業企業のののの社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動のののの推進役推進役推進役推進役

基本方針基本方針基本方針基本方針のののの明文化明文化明文化明文化 270社（59%）
専任部署専任部署専任部署専任部署のののの設置設置設置設置 224社（49%）

 内 容 内 容 内 容 内 容

寄付活動寄付活動寄付活動寄付活動
会社主催会社主催会社主催会社主催プログラムプログラムプログラムプログラム
社員社員社員社員ののののボランティアボランティアボランティアボランティア支援支援支援支援

◆◆◆◆主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容 （（（（経団連会員経団連会員経団連会員経団連会員へのへのへのへのアンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査：：：：454454454454社社社社））））

《活動事例》 ※※※※各社各社各社各社ともともともとも重点分野重点分野重点分野重点分野をををを設定設定設定設定しししし活動活動活動活動
・・・・ソニーソニー ：：：：ソニー教育財団、ソニー音楽芸術振興協会

((((科学技術科学技術科学技術科学技術、、、、音楽芸術音楽芸術音楽芸術音楽芸術））））

・ＮＥＣ・ＮＥＣ ：：：：Make a Difference Day、ガリレオクラブ
((((地球環境保全地球環境保全地球環境保全地球環境保全、、、、青少年教育青少年教育青少年教育青少年教育、、、、社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉、、、、芸術芸術芸術芸術・・・・文化文化文化文化・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ))))

・トヨタ・トヨタ ：：：：トヨタ白川郷自然学校、中国植林ボランティア、
トヨタなぜなにﾚｸﾁｬｰ、トヨタコミュニティコンサート

（（（（環境環境環境環境、、、、交通安全交通安全交通安全交通安全、、、、人材育成人材育成人材育成人材育成、、、、 文化芸術文化芸術文化芸術文化芸術））））

・アイシン・アイシン：：：：ＮＰＯ活動応援基金、AISIN子供の森
((((地域発展地域発展地域発展地域発展・・・・街街街街づくりづくりづくりづくり、、、、 自然環境保護自然環境保護自然環境保護自然環境保護、、、、 青少年育成青少年育成青少年育成青少年育成））））

経常利益や可処分所得の１％
相当額以上を自主的に社会貢
献活動に支出しようと努める
企業や個人

会員数： （2006年9月現在）

法人会員 271社

個人会員 1,026名

２．企業の社会貢献活動の状況２．企業の社会貢献活動の状況

デンソーデンソーデンソーデンソー社会貢献活動支出額社会貢献活動支出額社会貢献活動支出額社会貢献活動支出額

0
500

1000
1500
2000

02年03年04年05年06年

0.0

0.5

1.0 支出額

経常比

%百万円

◆◆◆◆デンソーデンソーデンソーデンソーのののの事業特性事業特性事業特性事業特性

・・・・愛知愛知愛知愛知・・・・三重三重三重三重にににに1000100010001000人超人超人超人超のののの製作所製作所製作所製作所
をををを７７７７つつつつ抱抱抱抱えるえるえるえる「地域密着型企業」

・・・・１９７０１９７０１９７０１９７０年代年代年代年代からからからから海外進出海外進出海外進出海外進出しししし、、、、
世界世界世界世界３２３２３２３２ケケケケ国国国国にににに２００２００２００２００以上以上以上以上のののの事業所事業所事業所事業所をををを
有有有有するするするする「グローバル企業」

「良き企業市民」としてのとしてのとしてのとしての
企業行動企業行動企業行動企業行動をををを継続的継続的継続的継続的にににに実践実践実践実践

◆◆◆◆活動活動活動活動のののの経緯経緯経緯経緯

◆◆◆◆企業行動企業行動企業行動企業行動

・・・・地域社会地域社会地域社会地域社会とのとのとのとの共生共生共生共生のののの重要性重要性重要性重要性

・・・・地域活動地域活動地域活動地域活動へのへのへのへの主体的参加主体的参加主体的参加主体的参加のののの必要性必要性必要性必要性

・・・・情報開示と活動評価情報開示と活動評価のしくみづくり（（（（Website Website Website Website 、、、、ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾘｼﾃｨﾘｼﾃｨﾘｼﾃｨﾘｼﾃｨ、、、、地域地域地域地域アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査））））

・・・・・・・・ハートフルデーハートフルデー（（（（04年年年年）、）、）、）、グループ基本方針グループ基本方針（（（（07年年年年））））・・・・・・・・・・・・グループグループグループグループ連携連携連携連携
体系的体系的体系的体系的００００００００

・・・・経団連１％クラブ入会、社会貢献活動委員会経団連１％クラブ入会、社会貢献活動委員会設置設置設置設置（（（（90年年年年））））
・・・・ボランティア支援センターボランティア支援センター（（（（94年年年年））））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社員社員社員社員のののの共感共感共感共感とととと参加参加参加参加
・・・・ＤＮＪＰ社会貢献基本方針ＤＮＪＰ社会貢献基本方針（（97年年年年））））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・重点分野重点分野重点分野重点分野のののの設定設定設定設定
・・・・アジア車いす交流センターアジア車いす交流センター（（（（99年年年年））））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・NPOとのとのとのとの連携連携連携連携

計画的計画的計画的計画的９０９０９０９０

・・・・障障障障がいがいがいがい者福祉工場者福祉工場者福祉工場者福祉工場「「「「（株）デンソー太陽」（株）デンソー太陽」設立設立設立設立（（（（84年年年年））））
・・・・世界世界世界世界のののの若者若者若者若者のののの交流交流交流交流・・・・体験体験体験体験 「オペレーション･ローリー」「オペレーション･ローリー」支援支援支援支援（（（（84～～～～88年年年年））））

単発的単発的単発的単発的８０８０８０８０

主主主主なななな活動活動活動活動区分区分区分区分年代年代年代年代

ⅡⅡ．当社の社会貢献活動の概要．当社の社会貢献活動の概要
１．活動の背景・経緯１．活動の背景・経緯

２２２２．．．．活動概要活動概要活動概要活動概要２２２２．．．．活動概要活動概要活動概要活動概要

••重点分野重点分野重点分野重点分野ののののオリジナルプログラムオリジナルプログラムオリジナルプログラムオリジナルプログラムのののの充実充実充実充実重点分野重点分野重点分野重点分野ののののオリジナルプログラムオリジナルプログラムオリジナルプログラムオリジナルプログラムのののの充実充実充実充実

••社員参加社員参加社員参加社員参加のののの風土風土風土風土づくりづくりづくりづくり（（（（ボランティアボランティアボランティアボランティア活動支援活動支援活動支援活動支援））））社員参加社員参加社員参加社員参加のののの風土風土風土風土づくりづくりづくりづくり（（（（ボランティアボランティアボランティアボランティア活動支援活動支援活動支援活動支援））））

青少年育成青少年育成

少年少女発明少年少女発明少年少女発明少年少女発明クラブクラブクラブクラブ支援支援支援支援少年少女発明少年少女発明少年少女発明少年少女発明クラブクラブクラブクラブ支援支援支援支援
モノモノモノモノづくりづくりづくりづくりスクールスクールスクールスクールモノモノモノモノづくりづくりづくりづくりスクールスクールスクールスクール

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

環境共生環境共生

障がい障がい者福祉者福祉

デンソーデンソーデンソーデンソー太陽株式会社太陽株式会社太陽株式会社太陽株式会社
アジアアジアアジアアジア車車車車いすいすいすいす交流交流交流交流センターセンターセンターセンター

・・・・・・・・・・・・ バリアフリーバリアフリー

社会の実現社会の実現

地域の自然を地域の自然を
守るために守るために

次世代を次世代を
担う若者の育成担う若者の育成

ＥＣＯＥＣＯＥＣＯＥＣＯレンジャーレンジャーレンジャーレンジャー２１２１２１２１

アジアアジアアジアアジア車車車車いすいすいすいす交流交流交流交流センターセンターセンターセンター

環境教育環境教育環境教育環境教育「ＥＣＯ「ＥＣＯ「ＥＣＯ「ＥＣＯレンジャーレンジャーレンジャーレンジャー環境教育環境教育環境教育環境教育「ＥＣＯ「ＥＣＯ「ＥＣＯ「ＥＣＯレンジャーレンジャーレンジャーレンジャー2121212121212121」」」」」」」」
デンソーエコポイントデンソーエコポイントデンソーエコポイントデンソーエコポイント制度制度制度制度デンソーエコポイントデンソーエコポイントデンソーエコポイントデンソーエコポイント制度制度制度制度
地域地域地域地域のののの自然環境保全自然環境保全自然環境保全自然環境保全地域地域地域地域のののの自然環境保全自然環境保全自然環境保全自然環境保全

・・・・西尾平原西尾平原西尾平原西尾平原ゲンジボタルゲンジボタルゲンジボタルゲンジボタルのののの里整備里整備里整備里整備・・・・西尾平原西尾平原西尾平原西尾平原ゲンジボタルゲンジボタルゲンジボタルゲンジボタルのののの里整備里整備里整備里整備
・・・・刈谷刈谷刈谷刈谷カキツバタカキツバタカキツバタカキツバタ群落群落群落群落のののの整備整備整備整備・・・・刈谷刈谷刈谷刈谷カキツバタカキツバタカキツバタカキツバタ群落群落群落群落のののの整備整備整備整備

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

モノモノモノモノづくりづくりづくりづくりスクールスクールスクールスクール

以下以下以下以下のののの重点分野重点分野重点分野重点分野ででででデンソーデンソーデンソーデンソーらしさをらしさをらしさをらしさを活活活活かしたかしたかしたかした活動活動活動活動をををを推進推進推進推進以下以下以下以下のののの重点分野重点分野重点分野重点分野ででででデンソーデンソーデンソーデンソーらしさをらしさをらしさをらしさを活活活活かしたかしたかしたかした活動活動活動活動をををを推進推進推進推進 刈谷少年発明クラブの位置付け

文部科学省 研究振興局

学術機関課 振興企画課

社団法人 発明協会
創造性開発グループ

財団法人 豊田理化学研究所

刈谷少年発明クラブ

・・
・
・
・・
・
・

・・
・
・
・・
・

千葉市少年少女科学クラブ

・・
・２０３クラブ

クラブ員約１万名
年間参加延べ人員

約１０万人

１９７４年設立

日本初・日本一
クラブ員約８００名
年間参加延べ人員

約１・２万人
２００３年市村アイデア賞最優秀学校賞受賞
２００４年 優秀学校賞受賞

１９４０年設立

１９０４年設立

愛知県内クラブ
安城、高浜、東海、刈谷

大府、半田、西尾、
豊田、岡崎、一宮、
豊川、名古屋、豊橋、

蒲郡、碧南、知立、阿久比

経済産業省
特許庁

ものづくり教室

企 業

技能士会連合会 地域社会

学校

教育委員会

学
区
保
護
者
会

官公庁

発明クラブ

地
域
社
会

地
域
社
会

地
域
社
会

地
域
社
会
の
も
の
づ
く
り

の
も
の
づ
く
り

の
も
の
づ
く
り

の
も
の
づ
く
り
教
室
実
施
支
援
団
体

教
室
実
施
支
援
団
体

教
室
実
施
支
援
団
体

教
室
実
施
支
援
団
体

家 庭

刈谷少年発明クラブ

刈谷少年発明クラブの源点は

個人で約１７９件の特許を
取得した豊田佐吉

とよだ さきちのへや
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指導員手製の簡易風洞

本日の予定

１・自己紹介

２・企業の社会貢献と刈谷少年発明クラブ

３３３３・・・・刈谷少年発明刈谷少年発明刈谷少年発明刈谷少年発明クラブクラブクラブクラブ運営運営運営運営のののの考考考考ええええ方方方方

４・刈谷少年発明クラブは理科離れの歯止めになっているか

５・愛知県下における少年少女発明クラブ新設について

６・まとめ
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才

徳
君子 聖人

（（（（人物人物人物人物））））

愚者
悪
党

教

育

新人

大
高

教育の役割に対する私見

小人・才子

中

（知識 ・ 技術 ・ 技能）

小

（
人
格
の
高
さ
・情
の
深
さ
・
老
婆
心
）

躾が良い（挨拶･灑掃が出来る）

科学的な見方の育成
ー分析力・統合力の育成ー

１・経験・体験を纏める力の養成

２・アイデアを整理する方法の教育

プレゼンテーション練習

オズボーンの１０ヶ条

KJ法の教授

ブレーンストーミング法の教授

自己紹介、なぜ作ったか、どこで失敗したか、どんな工夫をしたか

創造性育成に関してクラブでやっていること

基本方針：禁止の禁止

そんなことやってもだめだよ
とか

それはできないと分かっていることなんだよ
と言って

子供のやりたいことを禁止することを止めましょう！

本日の予定

１・自己紹介

２・企業の社会貢献と刈谷少年発明クラブ

３・刈谷少年発明クラブ運営の考え方

４４４４・・・・刈谷少年発明刈谷少年発明刈谷少年発明刈谷少年発明クラブクラブクラブクラブはははは理科離理科離理科離理科離れのれのれのれの歯止歯止歯止歯止めになっているかめになっているかめになっているかめになっているか

５・愛知県下における少年少女発明クラブ新設について

６・まとめ

実施したアンケート

対象：刈谷市内小学校４，５，６年生４９３名
内発明クラブ会員２１３名

調査項目：３５項目

調査項目事例
好きな科目、理科が好きか、なぜ理科が好きか、
クラブの経験年数、
クラブに入って以前より理科が好きになったか、
なぜ前より好きになったかなど

理科の印象

１・面白い・・・・・３５・４％ つまらない・・・・・１・３％

２・大事だ・・・・・２８・３％ 大事でない・・・・０・４％

３・身近だ・・・・・２２・８％ 身近でない・・・・０・７％

４・簡単だ・・・・・６・１％ 難しい・・・・・・・・５・９％

興味を持つことと理解できることは別か？
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なぜ理科が好きになったか

１・観察実験が上手になった・・・・・・・・・・２７・３％

２・理科が身近になった・・・・・・・・・・・・・・２３・０％

３・自然に興味を持った・・・・・・・・・・・・・・１７・０％

４・授業内容が生活に
使われていることが分かった・・・・・・・１４・５％

理科の勉強をすることは

普段の生活に役立つと思うか

そう思う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１・１％

どちらかといえばそう思う・・・・・・・３３・２％

小島将弘氏（修士2年）

愛知教育大学 理科教育専攻 理科内容学領域 牛田研究室
s206m080@auecc.aichi-edu.ac.jp

刈谷刈谷刈谷刈谷のののの理科教育理科教育理科教育理科教育にににに役立役立役立役立っているかっているかっているかっているか？？？？

刈谷市の理科教育の一評価（一事例）

全国小学校数 約２３，０００校 刈谷 １５校
全国中学校数 約１１，０００校 刈谷 ６校

日本学生科学賞 全国入賞数４１点
（中） 刈谷入賞 ４点 ； 約２００倍入賞

自然科学観察コンクール賞 過去４０回上位入賞校
（中） 刈谷４校／全国１５校 約５００倍

発明くふう展 全国入賞１５７点
（小・中） 刈谷 ５点 約５０倍入賞

市村アイデア賞 全国入賞３９個
（小・中） 刈谷入賞２８個 ； 約１２００倍

学校賞受賞 ； ５校／全国総数７校

目を見張るほど素晴らしい教育である！

本日の予定

１・自己紹介

２・企業の社会貢献と刈谷少年発明クラブ

３・刈谷少年発明クラブ運営の考え方

４・刈谷少年発明クラブは理科離れの歯止めになっているか

５５５５・・・・愛知県下愛知県下愛知県下愛知県下におけるにおけるにおけるにおける少年少女発明少年少女発明少年少女発明少年少女発明クラブクラブクラブクラブ新設新設新設新設についてについてについてについて

６・まとめ

発明クラブが新設され、愛知県内１７になりました。

各クラブの規模は
全国の平均的な大きさの発明クラブです。

全国の平均的な「少年少女発明クラブ」の姿とは？

一つの県内にある発明クラブ数は日本一になりました。

【クラブ員学年別内訳】

中学生　　595

人 6% 小学1・2年

1710人 18%

小学３年1494

人 16%

小学６年 1517

人 16%

小学５年 2132

人 22%

小学４年 2130

人 22%

全国１９２のクラブに関する発明協会本部の調査結果

９５７８名
少
年
少
女
発
明
ク
ラ
ブ
の
平
均
的
な
姿
―
そ
の
１
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【クラブ員数】（総数9578人）

20名以下 22%

21～40名 54%

41～60名 12%

61～100名 8%

101名以上 4%

少
年
少
女
発
明
ク
ラ
ブ
の
平
均
的
な
姿
―
そ
の
２

【年間活動回数】

31～40回,
13クラブ, 7%

41回以上,
14クラブ, 7%

10回以下, 9
クラブ, 5%

11～20回,
61クラブ,

32%

21～30回,
92クラブ,

49%

少
年
少
女
発
明
ク
ラ
ブ
の
平
均
的
な
姿
―
そ
の
３

【運営費】

31～50万円

19%

51～100万円

37%

101～200万円

29%

201万以上

9%

30万円以下

6%

支援金（本部、支部、行政）・・・５５％
寄付（企業・後援会）・・・・・・・・・３０％
会費その他・・・・・・・・・・・・・・・・１５％

少
年
少
女
発
明
ク
ラ
ブ
の
平
均
的
な
姿
―
そ
の
４

【指導員数】（総数1980人）

16～20名
18クラブ 10%

21名以上 14

クラブ 7%
5名以下 61
クラブ 32%

11～15名
31クラブ 16%

6～10名 65
クラブ 35%

少
年
少
女
発
明
ク
ラ
ブ
の
平
均
的
な
姿
―
そ
の
５

６・まとめ

１・少年少女発明クラブ運営には次の４つが不可欠
発明クラブ設立に携わって感じたこと

２・これらは家庭・学校・企業・地域の協力が不可欠

３・『人』だけが資源の国『日本』の未来を支えるのは
子供たちだと思いませんか

会員 ・ 指導員 ・ 支援者１）ヒト・・・・・・・

２）モノ・・・・・・・

３）お金・・・・・・

４）ノウハウ・・・

場所 ・ 道具 ・ 材料

設立資金 ・ 運営資金

カリキュラム ・ 指導方法

今日から自分が出来る支援に取り組みませんか

おわり

刈谷少年発明クラブ

会 長

桑門 聰

ｋuwakado@sk.aitai.ne.jp

御清聴有難うございました。
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***地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献シンポシオンシンポシオンシンポシオンシンポシオン***
““““Agilent Technologiesのののの理科教育支援活動理科教育支援活動理科教育支援活動理科教育支援活動””””

アジレントアジレントアジレントアジレント・・・・テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー（（（（株株株株））））

企画・広報部 小西 正之

2007/11/24

Group/Presentation Title
Agilent Restricted

Month ##, 200XPage 2

アジレントアジレントアジレントアジレント・・・・テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー (株株株株) 紹介紹介紹介紹介

ＨｅｗｌｅｔｔＨｅｗｌｅｔｔＨｅｗｌｅｔｔＨｅｗｌｅｔｔ ＰａｃｋａｒＰａｃｋａｒＰａｃｋａｒＰａｃｋａｒ
ｄｄｄｄ

1999年年年年11月月月月1日日日日

・・・・電子計測機器電子計測機器電子計測機器電子計測機器
・・・・化学分析機器化学分析機器化学分析機器化学分析機器
・・・・全世界全世界全世界全世界でででで約約約約２２２２万人万人万人万人のののの従業員従業員従業員従業員

ｱｼｱｼｱｼｱｼﾞ゙゙゙ﾚﾝﾄﾚﾝﾄﾚﾝﾄﾚﾝﾄ・・・・ﾃｸﾉﾛｼﾃｸﾉﾛｼﾃｸﾉﾛｼﾃｸﾉﾛｼﾞ゙゙゙ｰーーー

・・・・コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ、ＰＣ、ＰＣ、ＰＣ、ＰＣ
・・・・プリンタープリンタープリンタープリンター
・・・・全世界全世界全世界全世界でででで約約約約１５１５１５１５万人万人万人万人のののの従業員従業員従業員従業員

ﾋｭｰﾚｯﾄﾋｭｰﾚｯﾄﾋｭｰﾚｯﾄﾋｭｰﾚｯﾄ・・・・ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｯｶｰﾄｯｶｰﾄｯｶｰﾄｯｶｰﾄﾞ゙゙゙
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Agilentののののマーケットマーケットマーケットマーケット・・・・リーダシップリーダシップリーダシップリーダシップ

• 計測全般計測全般計測全般計測全般
• コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションおよびおよびおよびおよび
ワイヤレステストワイヤレステストワイヤレステストワイヤレステスト

• 液体液体液体液体およびおよびおよびおよびガスクロマトグラフガスクロマトグラフガスクロマトグラフガスクロマトグラフ
• 質量分析質量分析質量分析質量分析
• インクジェットマイクロアレイインクジェットマイクロアレイインクジェットマイクロアレイインクジェットマイクロアレイ

#1

#1

• 半導体半導体半導体半導体パラメトリックテストパラメトリックテストパラメトリックテストパラメトリックテスト

#1
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アジレントアジレントアジレントアジレントのののの社会的役割社会的役割社会的役割社会的役割・・・・目標目標目標目標

【【【【 理念理念理念理念 】】】】

Honor our obligations to society by being 
economic, intellectual and social asset to 
each nation and community in which we 
operate. 
(Agilent Technologies Inc. Citizenship Objective)

【【【【 基本方針基本方針基本方針基本方針 】】】】
会社会社会社会社がががが所有所有所有所有するするするする有形有形有形有形・・・・無形無形無形無形のののの資産資産資産資産をををを有効活用有効活用有効活用有効活用
従業員従業員従業員従業員とととと一体化一体化一体化一体化したしたしたした活動活動活動活動
社会社会社会社会がががが抱抱抱抱えるえるえるえる課題課題課題課題にににに対対対対してしてしてして積極的積極的積極的積極的・・・・自主的自主的自主的自主的なななな活動活動活動活動
会社会社会社会社のののの社会的価値社会的価値社会的価値社会的価値のののの向上向上向上向上
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アジレントアジレントアジレントアジレントのののの社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動

【【【【 重点分野重点分野重点分野重点分野 】】】】

科学技術科学技術科学技術科学技術のののの振興振興振興振興とととと健全健全健全健全なななな生活環境生活環境生活環境生活環境へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献

【【【【 主主主主なななな活動活動活動活動 】】】】

ひらめきひらめきひらめきひらめき工房工房工房工房アジレントアジレントアジレントアジレント助成助成助成助成プログラムプログラムプログラムプログラムひらめきひらめきひらめきひらめき工房工房工房工房アジレントアジレントアジレントアジレント助成助成助成助成プログラムプログラムプログラムプログラム

夢夢夢夢 ファンドファンドファンドファンド
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科学実験教室科学実験教室科学実験教室科学実験教室のののの開催開催開催開催

子子子子どもどもどもども科学実験教室科学実験教室科学実験教室科学実験教室
サイエンスサイエンスサイエンスサイエンス・・・・

ワンダーランドワンダーランドワンダーランドワンダーランド

アジレントアジレントアジレントアジレント・・・・
アフタースクールアフタースクールアフタースクールアフタースクール

実験実験実験実験：ＮＰＯ：ＮＰＯ：ＮＰＯ：ＮＰＯ
会場会場会場会場：：：：アジレントアジレントアジレントアジレント

実験実験実験実験：：：：アジレントアジレントアジレントアジレント

会場会場会場会場：ＮＰＯ、：ＮＰＯ、：ＮＰＯ、：ＮＰＯ、学校学校学校学校、、、、

科学館科学館科学館科学館

当社当社当社当社八王子八王子八王子八王子、、、、神戸事業所神戸事業所神戸事業所神戸事業所にににに
おけるおけるおけるおける子子子子どもどもどもども科学実験教室科学実験教室科学実験教室科学実験教室
のののの開催開催開催開催、、、、毎年毎年毎年毎年7月月月月（（（（八王子八王子八王子八王子））））
8月月月月（（（（神戸神戸神戸神戸））））開催開催開催開催。。。。

従業員従業員従業員従業員へのへのへのへの実験実験実験実験キットキットキットキットのののの提供提供提供提供
公共施設公共施設公共施設公共施設でのでのでのでの実験教室開催実験教室開催実験教室開催実験教室開催
学内学内学内学内でのでのでのでの出前実験教室開催出前実験教室開催出前実験教室開催出前実験教室開催

プログラムプログラムプログラムプログラム 各組織各組織各組織各組織のののの役割役割役割役割 内容内容内容内容

さわやかさわやかさわやかさわやか福祉財団福祉財団福祉財団福祉財団とのとのとのとの協調協調協調協調でででで
定期的定期的定期的定期的なななな実験教室実験教室実験教室実験教室のののの開催開催開催開催とととと
出前教室出前教室出前教室出前教室をををを都内都内都内都内、、、、神奈川神奈川神奈川神奈川、、、、
東海東海東海東海、、、、京都京都京都京都、、、、大阪大阪大阪大阪、、、、神戸神戸神戸神戸などなどなどなど
大都市圏大都市圏大都市圏大都市圏をををを中心中心中心中心にににに開催開催開催開催

実験実験実験実験：ＮＰＯ：ＮＰＯ：ＮＰＯ：ＮＰＯ
会場会場会場会場：ＮＰＯ：ＮＰＯ：ＮＰＯ：ＮＰＯ
アジレントアジレントアジレントアジレント：：：：実験実験実験実験キットキットキットキット、、、、
指導者育成指導者育成指導者育成指導者育成

さわやかさわやかさわやかさわやか：：：：体制構築体制構築体制構築体制構築、、、、
開催支援開催支援開催支援開催支援
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こどもこどもこどもこども科学実験教室科学実験教室科学実験教室科学実験教室／／／／サイエンスサイエンスサイエンスサイエンス・・・・ワンダーランドワンダーランドワンダーランドワンダーランド

u 最先端・ハイレベルな実験教室

霧箱で宇宙線の観測、雪の結晶・ダイヤモンドダスト、

固形燃料ロケットの打上、エジソン電球の製作

u プロの技

科学マジック、サイエンス・ショー、ブランコの力学を科学

u アジレントにとって

－従業員が家族で楽しむ

－ボランティアのレベルアップ

－ボランティアを体験、拡大
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アジレントアジレントアジレントアジレント・・・・アフタースクールアフタースクールアフタースクールアフタースクール

１１１１．．．．従業員従業員従業員従業員によるによるによるによる実験教室実験教室実験教室実験教室のののの開催開催開催開催
大大大大ははははキャンプキャンプキャンプキャンプやややや林間学校林間学校林間学校林間学校、、、、小小小小はははは近所近所近所近所のののの仲良仲良仲良仲良ししししグループグループグループグループでのでのでのでの開催開催開催開催

２２２２．．．．出前科学実験教室出前科学実験教室出前科学実験教室出前科学実験教室
会社会社会社会社ののののボランティアボランティアボランティアボランティア・・・・グループグループグループグループでででで八王子八王子八王子八王子、、、、日野日野日野日野、、、、多摩市多摩市多摩市多摩市のののの小学校小学校小学校小学校
のののの要請要請要請要請にににに応応応応じじじじ、、、、学内学内学内学内でででで実験教室実験教室実験教室実験教室をををを開催開催開催開催
教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会などなどなどなど公共機関主催公共機関主催公共機関主催公共機関主催のののの科学科学科学科学・・・・環境環境環境環境イベントイベントイベントイベントへのへのへのへの協力開催協力開催協力開催協力開催

３３３３．．．．公共施設公共施設公共施設公共施設でのでのでのでの定期的科学実験教室定期的科学実験教室定期的科学実験教室定期的科学実験教室のののの開催開催開催開催
八王子市長池八王子市長池八王子市長池八王子市長池ﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰでのでのでのでの開催開催開催開催：：：：ぽんぽんぽんぽんぽこぽこぽこぽこ子供科学実験教室子供科学実験教室子供科学実験教室子供科学実験教室
多摩市多摩市多摩市多摩市のののの児童館児童館児童館児童館にてにてにてにて開催開催開催開催：：：：多摩多摩多摩多摩ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯこどもこどもこどもこども科学実験教室科学実験教室科学実験教室科学実験教室
神戸市西区青小協神戸市西区青小協神戸市西区青小協神戸市西区青小協とのとのとのとの協調開催協調開催協調開催協調開催：：：：寺子屋寺子屋寺子屋寺子屋クラブクラブクラブクラブ科学実験教室科学実験教室科学実験教室科学実験教室

４４４４．．．．サタデースクールサタデースクールサタデースクールサタデースクールでのでのでのでの開催開催開催開催
保護者会保護者会保護者会保護者会などのなどのなどのなどの要請要請要請要請でででで土曜日土曜日土曜日土曜日にににに学校学校学校学校でででで開催開催開催開催

５５５５．．．．さわやかさわやかさわやかさわやか福祉財団福祉財団福祉財団福祉財団とのとのとのとの協調協調協調協調によるによるによるによる大都市圏大都市圏大都市圏大都市圏でのでのでのでの広域展開広域展開広域展開広域展開
拠点拠点拠点拠点でのでのでのでの定期実験教室定期実験教室定期実験教室定期実験教室のののの開催開催開催開催：：：：わくわくわくわくわくわくわくわく！！！！子子子子どもどもどもども科学実験村科学実験村科学実験村科学実験村
学内学内学内学内でのでのでのでの出前実験教室出前実験教室出前実験教室出前実験教室：：：：わくわくわくわくわくわくわくわく！！！！子子子子どもどもどもども科学実験隊科学実験隊科学実験隊科学実験隊

17種類種類種類種類のののの科学実験科学実験科学実験科学実験キットキットキットキットをををを活用活用活用活用しししし科学実験教室科学実験教室科学実験教室科学実験教室をををを開催開催開催開催するするするする。。。。
誰誰誰誰でもでもでもでも先生先生先生先生になれるになれるになれるになれるプログラムプログラムプログラムプログラム。。。。 開催形態開催形態開催形態開催形態はははは以下以下以下以下のとおりにのとおりにのとおりにのとおりに分類分類分類分類されるされるされるされる。。。。
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１７１７１７１７種類種類種類種類のののの実験実験実験実験キットキットキットキット

空気力学、揚力飛行機

電気、太陽電池、発電ソーラーカー

地球の自転、公転、四季ナイト＆ディ

光、光の3原色、屈折ライト・ハウス（灯台）

観察、分析の仕方、定性分析オー・ブレック
音と振動カリンバ指ピアノ

作用・反作用の法則ニュートンのロケットカー

色素分析、毛管現象ドロボーを捕まえろ化学
気圧・水圧、浮力、アルキメデス深海ダイバー物理

光の進み方・反射潜望鏡

岩石、地球の成立ち地球のかけら地学
地球の自転、地磁気、緯度日時計

生態系、食物連鎖フクロウのペリット生物

環境問題海洋汚染その他

磁力、磁界、磁石がい骨モーター
電気の基礎、電気を通す物エレクトリック・マッチングゲーム

電気の基礎、交流・直流、電流イライラ・ハンドゲーム電気
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1.Steady Hand Game／／／／イライライライライライライライラ・・・・ハンドハンドハンドハンド・・・・ゲームゲームゲームゲーム

電池、LED,金属線で｢いらいら棒」のようなゲームを
作成します。電気の基礎を学びます。

2.Newton‘s Rocket Car／／／／ニュートンニュートンニュートンニュートンののののロケッロケッロケッロケッ

トカートカートカートカー
風船を動力にして車を制作し、ニュートンの法則
を体験します。
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4.Periscopes／／／／ペリスコープペリスコープペリスコープペリスコープ（（（（潜望鏡潜望鏡潜望鏡潜望鏡））））
ペリスコープ(潜望鏡）の製作。光の特性を学び

ます。

3.Owl Pellets／／／／ふくろうのふくろうのふくろうのふくろうのペリットペリットペリットペリット

ふくろうのペレット(吐き出した未消化の食物）の内
容物を観察、 生態系について学びます。
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教室教室教室教室でのでのでのでの重視事項重視事項重視事項重視事項

• 科学科学科学科学のののの楽楽楽楽しさしさしさしさ、、、、魅力魅力魅力魅力をををを実感実感実感実感・・・・体験体験体験体験するするするする
- 感動感動感動感動やややや驚驚驚驚きをきをきをきを与与与与えるえるえるえる
- 科学科学科学科学のののの不思議不思議不思議不思議をををを体験体験体験体験

• こどものこどものこどものこどもの力力力力をををを引引引引きききき出出出出すすすす
- なるべくなるべくなるべくなるべく自分自分自分自分のののの力力力力でででで －－－－ 我慢強我慢強我慢強我慢強くくくく、、、、求求求求められるまでめられるまでめられるまでめられるまで待待待待つつつつ
- 考考考考えさせるえさせるえさせるえさせる －－－－ なぜだろうなぜだろうなぜだろうなぜだろう？？？？どうするどうするどうするどうする？？？？ とととと問問問問いいいい掛掛掛掛けるけるけるける
- 発表発表発表発表するするするする力力力力 －－－－ なぜそうなぜそうなぜそうなぜそう考考考考えるえるえるえる？？？？ わかるまでわかるまでわかるまでわかるまで聴聴聴聴くくくく
- 自由自由自由自由なななな発想発想発想発想でででで －－－－ トンチンカントンチンカントンチンカントンチンカンなななな解答解答解答解答もももも大歓迎大歓迎大歓迎大歓迎
- 発言発言発言発言をををを促進促進促進促進するするするする －－－－ 発言者発言者発言者発言者にににに拍手拍手拍手拍手

• 工作教室工作教室工作教室工作教室ではありませんではありませんではありませんではありません
- 出来栄出来栄出来栄出来栄えをえをえをえを競競競競うものではないうものではないうものではないうものではない
- 実験実験実験実験・・・・工作工作工作工作をををを通通通通してしてしてして様様様様々々々々なことをなことをなことをなことを学学学学びますびますびますびます。。。。
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17種類種類種類種類のののの実験実験実験実験キットキットキットキットのののの特徴特徴特徴特徴

１１１１．．．．様様様様々々々々なななな分野分野分野分野：：：：電気電気電気電気、、、、生物生物生物生物、、、、化学化学化学化学、、、、物理物理物理物理、、、、地学地学地学地学

２２２２．．．．ストーリーストーリーストーリーストーリーをををを持持持持たせたものたせたものたせたものたせたもの

－－－－ ドロボードロボードロボードロボーをををを捕捕捕捕まえろまえろまえろまえろ

－－－－ オーオーオーオー・・・・ブレックブレックブレックブレック

３３３３．．．．ゲームゲームゲームゲーム形式形式形式形式

－－－－ エレクトロニックエレクトロニックエレクトロニックエレクトロニック・・・・マッチングゲームマッチングゲームマッチングゲームマッチングゲーム

－－－－ イライライライライライライライラ・・・・ハンドゲームハンドゲームハンドゲームハンドゲーム

４４４４．．．．競争競争競争競争

－－－－ イライライライライライライライラ・・・・ハンドゲームハンドゲームハンドゲームハンドゲーム

－－－－ ニュートンニュートンニュートンニュートンののののロケットロケットロケットロケット・・・・カーカーカーカー

Group/Presentation Title
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泥棒泥棒泥棒泥棒をををを捕捕捕捕まえろまえろまえろまえろ！！！！

犯罪がおき、ちびっこ科学者たち
が解決します。このレッスンでは、
クロマトグラフィー（色層分析）と
いう科学的テクニックを使って、証
拠を分析します。ペーパーフィル
ターや黒インク、水を使ったペー
パー・クロマトグラフィーで、子供
たちは何本かのペンを調べ、黒イ
ンクを構成する顔料を分析してい
きます。「脅迫状」に使用されたイ
ンクの分析結果と自分たちの分
析結果を比べて、犯行に使われ
た謎のペンを特定します。

Group/Presentation Title
Agilent Restricted
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NPOとのとのとのとの協働協働協働協働

キットキットキットキットのののの無償提供無償提供無償提供無償提供、、、、開催指導開催指導開催指導開催指導
ボランティアボランティアボランティアボランティア機会機会機会機会

会場会場会場会場、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア、、、、集客集客集客集客
、、、、開催開催開催開催

町田町田町田町田YMCAボランティアボランティアボランティアボランティア

資金支援資金支援資金支援資金支援、、、、会場会場会場会場、、、、会場設営会場設営会場設営会場設営、、、、
開催開催開催開催スタッフスタッフスタッフスタッフ、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア、、、、

活動活動活動活動のののの拡大拡大拡大拡大

実験教室実験教室実験教室実験教室のののの開催開催開催開催（（（（企画企画企画企画、、、、
材料材料材料材料、、、、講師講師講師講師、、、、スタッフスタッフスタッフスタッフ））））

ONSEN

発見工房発見工房発見工房発見工房クリエイトクリエイトクリエイトクリエイト

科学科学科学科学へのへのへのへの情熱情熱情熱情熱

問題意識問題意識問題意識問題意識

実験教室実験教室実験教室実験教室のののの開催開催開催開催（（（（キットキットキットキット、、、、ボラボラボラボラ
ンティアンティアンティアンティア））））

会場会場会場会場、、、、集客集客集客集客プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション
、、、、出席確認出席確認出席確認出席確認

Fusion長池長池長池長池地域密着地域密着地域密着地域密着

実験実験実験実験キットキットキットキットのののの無償提供無償提供無償提供無償提供、、、、ボラボラボラボラ
ンティアンティアンティアンティア機会機会機会機会

集客集客集客集客、、、、プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション、、、、実実実実
験教室験教室験教室験教室のののの開催開催開催開催（（（（講師講師講師講師、、、、スタスタスタスタ

ッフッフッフッフ））））

多摩多摩多摩多摩NPO

寺子屋寺子屋寺子屋寺子屋クラブクラブクラブクラブ

地域活動地域活動地域活動地域活動

キットキットキットキットのののの無償供給無償供給無償供給無償供給、、、、配送配送配送配送、、、、講講講講
師育成師育成師育成師育成、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア機会機会機会機会

NPO開拓開拓開拓開拓、、、、開催指導開催指導開催指導開催指導・・・・支支支支
援援援援

さわやかさわやかさわやかさわやか福祉財団福祉財団福祉財団福祉財団ネットワークネットワークネットワークネットワーク

キットキットキットキットのののの継続的購入継続的購入継続的購入継続的購入実験実験実験実験キットキットキットキットのののの開発開発開発開発、、、、供給供給供給供給、、、、
指導要領指導要領指導要領指導要領

Youth Explorer of 
Science (USA)

技術技術技術技術

当社当社当社当社へのへのへのへの期待期待期待期待NPO役割役割役割役割・・・・期待期待期待期待NPOのののの名称名称名称名称分類分類分類分類
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アジレントアジレントアジレントアジレントのののの特徴特徴特徴特徴

ＮＰＯや行政との連携による地域に密着した活動を展開
・ ＮＰＯや教育委員会による学校への周知
・ 学校や保護者会との連携
・ 限られたリソースでの大都市圏への展開

ボランティア活動を促進するしくみ
・ ボランティア体験、活動の魅力、
・ 参加機会
・ 自身で開催する為のツールの提供

ボランティアの能力開発の機会提供
・ プロの技、技術を学ぶ機会
・ 実施する機会
・ 独自性を発揮し、新しい実験を開発する機会

Group/Presentation Title
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これまでのこれまでのこれまでのこれまでの成果成果成果成果

• 参加人数参加人数参加人数参加人数

• 子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの行動行動行動行動のののの変化変化変化変化（（（（2003年実施年実施年実施年実施ののののアンケートアンケートアンケートアンケート：：：：回答回答回答回答59名名名名））））
－－－－ 質問質問質問質問がががが多多多多くなったくなったくなったくなった：：：：9名名名名
－－－－ 物事物事物事物事をよくをよくをよくをよく観察観察観察観察するようになったするようになったするようになったするようになった：：：：8名名名名
－－－－ テレビテレビテレビテレビやややや本本本本のののの傾向傾向傾向傾向がががが変変変変わったわったわったわった：：：：5名名名名
－－－－ 意見意見意見意見をよくをよくをよくをよく言言言言うようになったうようになったうようになったうようになった：：：：4名名名名

• 実験教室実験教室実験教室実験教室のののの後後後後
－－－－ 家族家族家族家族でででで再実験再実験再実験再実験をするをするをするをする：：：：29名名名名
－－－－ 子供子供子供子供がががが実験実験実験実験についてについてについてについて説明説明説明説明やややや感想感想感想感想をををを言言言言うううう：：：：

毎回毎回毎回毎回：：：：11名名名名、、、、面白面白面白面白かったかったかったかった時時時時：：：：8名名名名、、、、時時時時々：々：々：々：3名名名名
－－－－ 家族家族家族家族でででで実験実験実験実験についてについてについてについて話話話話しししし合合合合うううう：：：：8名名名名

476422545アジレントアジレントアジレントアジレント

354042452811さわやかさわやかさわやかさわやか

132916361379さわやかさわやかさわやかさわやか

ボランティアボランティアボランティアボランティア

214217452385アジレントアジレントアジレントアジレント子供子供子供子供
2006年年年年2005年年年年2004年年年年参加者参加者参加者参加者



1

吉 川 光 子

～～～～産業界産業界産業界産業界・・・・大学大学大学大学・・・・研究所等研究所等研究所等研究所等もももも含含含含めてめてめてめて～～～～

はじめに

１．子どもたちの理科離れと国の動向

２．どう変わる小・中学校の理科

３．学校教育と地域理科教育

〈ＣＳＲの新しい可能性を探る〉

〈平成１８・１９年度 活動例〉

理科大好きコーディネーター／企業の支援

電気通信大学を核にしたＳＰＰ

４．ＣＳＲ活動の今後の課題

おわりに

１１１１．．．．子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの理科離理科離理科離理科離れれれれ
とととと国国国国のののの動向動向動向動向

（１） 深刻な理科離れがもたらすもの

《子どもたちの状況》 ＰＩＳＡの結果は上位

○理科的な事象に興味・関心を示さない傾向。

○理科的なものごとの理解や思考、推論などが弱い。

○論述したり、レポートにまとめたりすることが苦手

○理科系への進学や産業人としての職業を敬遠する。

○ものづくりなどの地道な仕事を好まない。

○ものづくりに必要な基礎的な技能・器用さの低下

感感感感ずるずるずるずる

ひらめきひらめきひらめきひらめき

好奇心好奇心好奇心好奇心

直感力直感力直感力直感力

のめりのめりのめりのめり込込込込むむむむ

熱熱熱熱 中中中中 すすすす るるるる

調調調調べるべるべるべる

問題解決問題解決問題解決問題解決するするするする

興味興味興味興味・・・・関心関心関心関心

（２）次代の科学技術を担う人材の裾野を拡大

○知的好奇心にあふれた子どもの育成

○才能ある子どもの個性、能力の伸長

科学技術創造立国科学技術創造立国科学技術創造立国科学技術創造立国 《《《《国国国国のののの対応対応対応対応》》》》

★★★★産業産業産業産業のののの空洞化空洞化空洞化空洞化・・・・社会社会社会社会のののの活力活力活力活力のののの喪失喪失喪失喪失・・・・国際社会国際社会国際社会国際社会のののの経経経経
済競争済競争済競争済競争のののの激化激化激化激化

★★★★環境環境環境環境・・・・食料食料食料食料・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー・・・・エイズエイズエイズエイズ問題問題問題問題などなどなどなど人類人類人類人類のののの存存存存
亡亡亡亡にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる世界的世界的世界的世界的なななな諸問題諸問題諸問題諸問題

第三期科学技術基本計画第三期科学技術基本計画第三期科学技術基本計画第三期科学技術基本計画

２００６２００６２００６２００６年年年年～～～～２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年１９９５１９９５１９９５１９９５年年年年１１１１１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日

科学技術基本法科学技術基本法科学技術基本法科学技術基本法

（（（（３３３３））））次世代次世代次世代次世代をををを担担担担うううう子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの理科理科理科理科へのへのへのへの関心関心関心関心をををを
高高高高めめめめ、、、、理科離理科離理科離理科離れをれをれをれを防防防防ぐぐぐぐ

子どもは好奇心が旺盛

いろいろな事象に興味・関心をもつ

多くの子どもが理科の授業が好き

疑問を持つことや考えることの楽しさを

教師や大人が子どもと一緒に共有する

理科や科学への興味を引き出す
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２．変わる小・中学校の理科

（１）学習指導要領が変わる

【平成２３年実施に向け検討中】

（口頭発表では言及があったが、まだ公表されていないため報告書では削
除）

(２)小 学 校 理 科の改善の視点

• 「エネルギー」「粒子」「生命」「地球」などの概
念等を柱として、内容の小・中の連続性

Ａ、Ｂ、Ｃ分野 → 第１分野、第２分野

・観察や実験、自然体験、科学体験の一層の
充実

・学ぶことの意義や有用性の実感、科学への関
心高める

→ 実社会、実生活との関連を重視

検討検討検討検討
中中中中

日陰と太陽

天気の様子

月と星

流水の働き

天気の変化

土地のつくりと
変化

太陽と月

自然自然自然自然とととと人間人間人間人間

自然の観察

昆虫と植物

季節と生きもの

植物の成長

動物の誕生

人の体とつくり
とはたらき

植物の養分

生物と環境

生物生物生物生物のののの連続性連続性連続性連続性

物と重さ

空気と水の性
質

金属・水・空気
と温度

ものの溶け方

燃焼の仕組み

水溶液の性質

物質物質物質物質のののの成成成成りりりり立立立立ちちちち

化学変化化学変化化学変化化学変化

酸酸酸酸・・・・アルカリイオンアルカリイオンアルカリイオンアルカリイオン

風やゴムの働
き

光の性質

磁石の性質

電気の働き

振り子の規則
性

てこの規則性

電流の働き

電気の利用

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー資源資源資源資源

地 球粒 子 生 命エネルギー

（（（（３３３３））））小小小小・・・・中学校理科中学校理科中学校理科中学校理科をつなげるをつなげるをつなげるをつなげる改善改善改善改善イメージイメージイメージイメージ（（（（案案案案）））） 参考資料参考資料参考資料参考資料

（（（（４４４４））））各分野各分野各分野各分野のののの内容内容内容内容（（（（検討中検討中検討中検討中））））

【【【【第第第第１１１１分野分野分野分野】】】】

【【【【第第第第２２２２分野分野分野分野】】】】

《《《《エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー》》》》

《《《《粒子粒子粒子粒子》》》》

《《《《生命生命生命生命》》》》

《《《《地球地球地球地球》》》》

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの見方見方見方見方、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの変換変換変換変換とととと
保存保存保存保存、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー資源資源資源資源のののの有効活用有効活用有効活用有効活用

粒子粒子粒子粒子のののの存在存在存在存在、、、、粒子粒子粒子粒子のののの結合結合結合結合、、、、粒子粒子粒子粒子のののの保存性保存性保存性保存性、、、、
粒子粒子粒子粒子のののの持持持持つつつつエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

生物生物生物生物のののの構造構造構造構造とととと機能機能機能機能、、、、生物生物生物生物のののの多様性多様性多様性多様性とととと共通性共通性共通性共通性、、、、
生物生物生物生物のののの連続性連続性連続性連続性、、、、生物生物生物生物とととと環境環境環境環境のかかわりのかかわりのかかわりのかかわり

地球地球地球地球のののの内部内部内部内部、、、、地球地球地球地球のののの表面表面表面表面、、、、地球地球地球地球のののの周辺周辺周辺周辺

三
学
年

三
学
年

三
学
年

三
学
年

四
学
年

四
学
年

四
学
年

四
学
年

五
学
年

五
学
年

五
学
年

五
学
年

六
学
年

六
学
年

六
学
年

六
学
年

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの見方見方見方見方 エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの変換変換変換変換
とととと保存保存保存保存

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー資源資源資源資源
のののの有効利用有効利用有効利用有効利用

風風風風ややややゴムゴムゴムゴム
のののの働働働働きききき

光光光光のののの
性質性質性質性質

磁石磁石磁石磁石のののの
性質性質性質性質

電気電気電気電気のののの通通通通
りりりり道道道道

電気電気電気電気のののの働働働働きききき
・・・・乾電池乾電池乾電池乾電池、、、、
光電池光電池光電池光電池

振振振振りりりり子子子子のののの
規則性規則性規則性規則性

てこのてこのてこのてこの規規規規
則性則性則性則性

電流電流電流電流のののの働働働働きききき

・・・・電磁石電磁石電磁石電磁石

改善改善改善改善ののののイメージイメージイメージイメージ（（（（案案案案））））

電気電気電気電気のののの利用利用利用利用

・・・・電流電流電流電流によるによるによるによる発熱発熱発熱発熱・・・・発電発電発電発電、、、、充電充電充電充電

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー
関係関係関係関係

新規項目新規項目新規項目新規項目
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地 域 理 科 教 育

学学学学 校校校校 教教教教 育育育育

とととと

（（（（１１１１））））理科支援員配置事業理科支援員配置事業理科支援員配置事業理科支援員配置事業・・・・特別講師特別講師特別講師特別講師へのへのへのへの支援支援支援支援

○○○○全国全国全国全国３０００３０００３０００３０００校校校校

５５５５～～～～６６６６年年年年のののの理科理科理科理科
（（（（観察観察観察観察・・・・実験等実験等実験等実験等））））

○○○○理科支援員理科支援員理科支援員理科支援員

○○○○特特特特 別別別別 講講講講 師師師師

学習内容学習内容学習内容学習内容とととと実社会実社会実社会実社会
のつながりをのつながりをのつながりをのつながりを実感実感実感実感ささささ
せるせるせるせる特別授業特別授業特別授業特別授業のののの

実施実施実施実施などなどなどなど

小学校小学校小学校小学校 教育委員会 人材提供

事業委託

Ｊ Ｓ Ｔ

経済産業省

理科実験教室理科実験教室理科実験教室理科実験教室
プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

・・・・大学大学大学大学、、、、研究所研究所研究所研究所

・退職教員、研究
者、技術者

・産業界、各種
団体等

コーディネーターの
配置、事業実施

人材要望人材要望人材要望人材要望

人材配置人材配置人材配置人材配置

人材発掘人材発掘人材発掘人材発掘

人材提供人材提供人材提供人材提供

・・・・特別講師特別講師特別講師特別講師のののの発掘発掘発掘発掘、、、、
派遣支援派遣支援派遣支援派遣支援

・・・・授業授業授業授業プログラムプログラムプログラムプログラムのののの
提供提供提供提供

★★★★コーディネーコーディネーコーディネーコーディネー
ターターターター

・・・・理科支援員理科支援員理科支援員理科支援員
にににに関関関関わることわることわることわること
のののの企画企画企画企画・・・・実施実施実施実施

（（（（２２２２）ＣＳＲ）ＣＳＲ）ＣＳＲ）ＣＳＲのののの新新新新しいしいしいしい可能性可能性可能性可能性

理科授業理科授業理科授業理科授業へのへのへのへの支援支援支援支援

・・・・授業授業授業授業のためののためののためののための資料資料資料資料・・・・情報情報情報情報のののの提供提供提供提供

教員教員教員教員のののの育成育成育成育成へへへへ
のののの支援支援支援支援

・・・・新新新新しいしいしいしい学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラムのののの開発開発開発開発

講師講師講師講師・・・・専門家専門家専門家専門家のののの派遣派遣派遣派遣（（（（出前授業出前授業出前授業出前授業））））

・・・・自然体験自然体験自然体験自然体験やややや科学体験科学体験科学体験科学体験のののの提供提供提供提供

・・・・企業企業企業企業ののののノウハウノウハウノウハウノウハウのののの提供提供提供提供

企業企業企業企業とととと学校学校学校学校のののの
橋渡橋渡橋渡橋渡しがしがしがしが必要必要必要必要

学学学学ぶことのぶことのぶことのぶことの意義意義意義意義やややや
有用性有用性有用性有用性のののの実感実感実感実感

科学科学科学科学へのへのへのへの関心関心関心関心
をををを高高高高めるめるめるめる

科学体験等科学体験等科学体験等科学体験等のののの
一層一層一層一層のののの充実充実充実充実

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター

企業企業企業企業ののののノウハウノウハウノウハウノウハウ・・・・講講講講
師派遣支援等師派遣支援等師派遣支援等師派遣支援等

教育現場教育現場教育現場教育現場のののの
ニーズニーズニーズニーズ

教育貢献教育貢献教育貢献教育貢献
新新新新しいしいしいしい教育素材教育素材教育素材教育素材

企業企業企業企業とととと学校学校学校学校のののの橋渡橋渡橋渡橋渡しししし

教科書教科書教科書教科書だけではだけではだけではだけでは実現実現実現実現できないできないできないできない社会社会社会社会とととと密接密接密接密接にににに結結結結びついたびついたびついたびついた生生生生
きたきたきたきた学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラムのののの提供提供提供提供

ＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲ

（（（（３３３３））））コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター

（４）ＣＳＲと連携した活動

電気単元電気単元電気単元電気単元のののの出出出出
前授業前授業前授業前授業

（（（（学校学校学校学校・・・・科学科学科学科学
教室教室教室教室などなどなどなど））））

電気単元電気単元電気単元電気単元のののの学学学学
習習習習プログラムプログラムプログラムプログラム

開発開発開発開発

（（（（３３３３・・・・４４４４年年年年））））

教員対象環境学教員対象環境学教員対象環境学教員対象環境学
習研修会習研修会習研修会習研修会

（（（（１１１１泊泊泊泊２２２２日日日日））））

全国小中学校環境教育研究会全国小中学校環境教育研究会全国小中学校環境教育研究会全国小中学校環境教育研究会

各小中学校各小中学校各小中学校各小中学校・・・・関係機関関係機関関係機関関係機関

ＴＴＴＴ電力電力電力電力
会社会社会社会社

ＭＭＭＭ商社商社商社商社・・・・ＭＭＭＭ銀行銀行銀行銀行

研究紀要作成研究紀要作成研究紀要作成研究紀要作成

環境教育環境教育環境教育環境教育のののの啓発啓発啓発啓発

発電発電発電発電・・・・光電池光電池光電池光電池

（（（（ペアウオッチングペアウオッチングペアウオッチングペアウオッチング等等等等））））

各地域各地域各地域各地域とのとのとのとの連携連携連携連携

研究会研究会研究会研究会へのへのへのへの
支援支援支援支援

全国小中学校環境全国小中学校環境全国小中学校環境全国小中学校環境
絵画絵画絵画絵画コンクールコンクールコンクールコンクール

環境教育環境教育環境教育環境教育

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人

ＮＮＮＮ損保損保損保損保 環境出環境出環境出環境出
前寄席前寄席前寄席前寄席

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター的役割的役割的役割的役割

平成平成平成平成８８８８年年年年～～～～

（５）理科の単元とそのねらいを踏まえた
企業が行う出前授業の題材

①日常的に経験することのない楽しい、興味あ
ふれる導入。科学の不思議を体感する。

講師による演じやサイエンスショー的な内容でもよい。

②単元のまとめ段階での発展学習

授業で学んだことが世の中でどのようにい
かされているか。実生活との関連。

③単元のまとめにある 「ものづくり」の学習

④さまざまな科学体験や自然体験
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平成１８・１９年度 活動例

○理科大好きコーディ ネーター／企業の支援
○ 電 気 通 信 大 学 を 核 に し た Ｓ Ｐ Ｐ

～～～～小学校小学校小学校小学校のののの科学科学科学科学クラブクラブクラブクラブとのとのとのとの連携連携連携連携～～～～

※※※※ 平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度：：：：理科大好理科大好理科大好理科大好ききききボランティアボランティアボランティアボランティア

理科大好理科大好理科大好理科大好ききききコーディネーター
コーディネーター
コーディネーター
コーディネーター 平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度

企業企業企業企業のののの支援支援支援支援

リングリングリングリング風車風車風車風車

浮
沈
子

浮
沈
子

浮
沈
子

浮
沈
子

ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー
カップカップカップカップ

プラズマランププラズマランププラズマランププラズマランプ

リングリングリングリング風車風車風車風車のののの完成完成完成完成

光光光光のののの三原色三原色三原色三原色

バレリーナバレリーナバレリーナバレリーナのののの秘密秘密秘密秘密

すごかったですすごかったですすごかったですすごかったです。。。。
みずみずみずみずどけいどけいどけいどけい

《《《《１１１１年生年生年生年生》》》》

じしゃくとでじしゃくとでじしゃくとでじしゃくとで
んきがくっつんきがくっつんきがくっつんきがくっつ
いてすごかっいてすごかっいてすごかっいてすごかっ
たですたですたですたです。。。。

《《《《１１１１年生年生年生年生》》》》
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これがおもしろこれがおもしろこれがおもしろこれがおもしろ
かったですかったですかったですかったです。。。。

《《《《１１１１年生年生年生年生》》》》

９９９９月月月月１２１２１２１２日日日日

１０１０１０１０月月月月１６１６１６１６日日日日

１０１０１０１０月月月月２２２２日日日日

１０１０１０１０月月月月３０３０３０３０日日日日１０１０１０１０月月月月２３２３２３２３日日日日

科学科学科学科学クラブクラブクラブクラブ

渋谷区立富谷小学校渋谷区立富谷小学校渋谷区立富谷小学校渋谷区立富谷小学校

林林林林
教授教授教授教授

５５５５・・・・６６６６年生年生年生年生

かっちんかっちんかっちんかっちん玉玉玉玉
ロボットロボットロボットロボット

根気根気根気根気よくよくよくよくコイルコイルコイルコイル
をををを巻巻巻巻きますきますきますきます。。。。

ここまでくここまでくここまでくここまでく
るとるとるとると笑顔笑顔笑顔笑顔がががが
こぼれますこぼれますこぼれますこぼれます。。。。

子子子子どもが
どもが
どもが
どもが変変変変

わるわるわるわる！！！！

報告書報告書報告書報告書ではではではでは写真削除写真削除写真削除写真削除

４．企業のＣＳＲと連携した活動の
今後の課題

・ＣＳＲの支援を受けた教育活動の実践

・企業と学校を結ぶコーディネーター

双方双方双方双方のののの立場立場立場立場をををを経験経験経験経験してしてしてして

（１）企業と教育現場の意識の違い

• 企業が学校へ入る事への
抵抗感

• 企業の宣伝にならないか。

• 保護者の理解が得られる
か。

• 単元の「ねらい」にそった授
業展開になるか。

• 教育課程の編成が終わっ
た後では出前授業を組む
のが難しい。

• 子どもに関する個人情報

• 教師としてのプライド

• 教科書にない楽しい、専門
的な素材を提供できる。

• 学校が企業を受け入れてく
れるか。まだ敷居は高い。

• どのような手順で学校と接
点をもったらよいか。

• 継続した授業の提供は難
しい。

• 教師のように子どもへの話
しかけが難しい。

• 子どもの発達に応じた対応
ができるか。

子子子子どもによいどもによいどもによいどもによい活動活動活動活動とととと分分分分かっていてもかっていてもかっていてもかっていても・・・・・・・・・・・・

（２）地域理科教育の持続的な発展への努力

★相互理解
★信頼関係の構築
★守秘義務に対する認識の徹底

学校・教師・子どもへの批判・他校との比較の厳禁。
★お互いに自分の立場は正しいという認識を改める。
★現場のニーズへの柔軟、迅速な対応
★次世代の子どもを育てるという奉仕の精神
★公的機関の支援 → コーディネーターの支援センター（行政・科学館等）

コーデイネーターの知的財産の共有、情報交換
★人材の確保と育成、活動への意欲、豊かな生き方
★手弁当でもお金の持ち出しは苦しい。材料費・交通費の補償
★長続きする負担のない運営

★事故に対する安全管理、事故補償や責任の所在
（学校管理外での活動）

◎このような活動を如何に維持・継続させるか。
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（（（（３３３３））））電気通信大学電気通信大学電気通信大学電気通信大学のののの素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献にににに学学学学ぶぶぶぶ。。。。

・・・・電通大子供発明電通大子供発明電通大子供発明電通大子供発明クラブクラブクラブクラブ、、、、工作教室工作教室工作教室工作教室

・・・・おもちゃのおもちゃのおもちゃのおもちゃの病院病院病院病院

・・・・子子子子どもどもどもども夢基金夢基金夢基金夢基金のののの支援支援支援支援をををを受受受受けたけたけたけた手創手創手創手創りりりり
サイエンスミュージアムサイエンスミュージアムサイエンスミュージアムサイエンスミュージアム

・・・・サイエンスサイエンスサイエンスサイエンス・・・・パートナシップパートナシップパートナシップパートナシップ・・・・
プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト（ＳＰＰ）（ＳＰＰ）（ＳＰＰ）（ＳＰＰ）

◎◎◎◎次代次代次代次代のののの子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育てるというてるというてるというてるという奉仕奉仕奉仕奉仕のののの精神精神精神精神

◎◎◎◎子子子子どもとどもとどもとどもと共共共共にににに楽楽楽楽しむしむしむしむ気持気持気持気持ちちちち

◎◎◎◎世代世代世代世代をををを越越越越えたえたえたえた人間関係人間関係人間関係人間関係

◎◎◎◎貴重貴重貴重貴重なななな知的財産知的財産知的財産知的財産のののの継承継承継承継承

◎◎◎◎技術技術技術技術へのへのへのへの徹底徹底徹底徹底したこだわりしたこだわりしたこだわりしたこだわり

３つのわ

人人人人づくりづくりづくりづくり

環環環環 和和和和

話話話話

人脈人脈人脈人脈

組織組織組織組織

ネットワークネットワークネットワークネットワーク

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション

相互理解相互理解相互理解相互理解・・・・
協力協力協力協力

電気通信大学教授電気通信大学教授電気通信大学教授電気通信大学教授 林林林林 茂雄先生茂雄先生茂雄先生茂雄先生

同同同同 客員教授客員教授客員教授客員教授 竹内幸一先生竹内幸一先生竹内幸一先生竹内幸一先生

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。



調布少年少女発明クラブ（電通大こども発明クラブ）

電通大こども工作教室

　どちらも同じスタッフメンバー（大多数は電通大卒業生、その他に現職教員、地域のボラン

ティアのみなさん）が実施しています。発明クラブ（定員40名、小学校4～6年生）が会員制な

のに対し、工作教室は自由参加です。実際には工作教室参加者の過半数は発明クラブ員です。

　発明クラブ修了者は、希望すれば特別研究生クラスに入れます。こちらは自律の精神で自由

に活動することになっています。

　活動のようすはホームページ http://www.dcc.uec.ac.jp/inv80/index.html をご覧ください。



2007年度　発明クラブ/工作教室　活動報告 2008/3/31

3期生
回数

通算
回数 日付 形態 内容

1 54 2007/4/14 発明クラブ
発明クラブ開講式
「こどものころのいたずら理科体験」(林会長)
「マンガン乾電池をこわしてみよう」（林会長）

2 55 2007/4/29 工作教室/発明クラブ合同 紙ヒコーキを作ろう

3 56 2007/5/12 発明クラブ ステアリングカーを作ろう (1)

4 57 2007/5/26 工作教室/発明クラブ合同 ヘロンの卓上噴水を作ろう

5 58 2007/6/9 発明クラブ ステアリングカーを作ろう (2)

6 59 2007/6/23 工作教室/発明クラブ合同 プロペラ飛行機を作ろう

7 60 2007/7/14 発明クラブ ステアリングカーを作ろう (3)

8 61 2007/7/21 工作教室/発明クラブ合同 ペットボトルロケットを作ろう

9 62 2007/8/11 発明クラブ ステアリングカーを作ろう (4)

2007/8/17,18
文部科学省「ものづくり体験
教室」

風車カーとクランクマシンの製作

2007/8/21 出前講座
かしわ子供会（富士見台小学校）
ペットボトルロケットを作ろう

2007/8/29 出前講座 富士見児童館　紙ヘリコプターを飛ばそう

10 63 2007/9/8 発明クラブ
ステアリングカーを作ろう (5)
光オルゴールを作ろう(1)

2007/9/15 出前講座 八雲台小学校　ペットボトルロケットを作ろう

11 64 2007/9/22 工作教室/発明クラブ合同 磁界検知式ゲルマニウムラジオを作ろう

2007/10/16 出前講座 第三小学校　ペットボトルロケットを作ろう

12 65 2007/10/13 発明クラブ 光オルゴールを作ろう (2)

13 66 2007/10/27 工作教室/発明クラブ合同 ヘリコプターを作ろう

2007/10/31 出前講座 富士見児童館　ポップアップペーパークラフトを作ろう

14 67 2007/11/17 発明クラブ 光オルゴールを作ろう (3)

2007/11/23 調布祭企画 展示とNゲージ

15 68 2007/11/24
流れと遊ぼうコンテスト/工作
教室

16 69 2007/12/1 発明クラブ 光オルゴールを作ろう (4)

17 70 2007/12/8 発明クラブ 光オルゴールを作ろう (5)

18 71 2007/12/15 発明クラブ 光オルゴールを作ろう (6)

19 72 2007/12/22 発明クラブ 光オルゴールを作ろう (7)

20 73 2007/1/12 発明クラブ 光オルゴールを作ろう (8)

21 74 2007/1/26 工作教室/発明クラブ合同 静電気で遊ぼう

2007/2/6 出前講座 富士見児童館　折り紙で恐竜を作ろう

2007/2/21 出前講座 上ノ原小学校　紙ヒコーキを飛ばそう

22 75 2007/3/1 工作教室/発明クラブ合同 エアクッション艇を作ろう/次年度抽選会

23 76 2007/3/22 発明クラブ 修了式/お別れパーティー/特別研究生クラス案内

extra

extra

extra

extra

extra

extra

extra

extra



発明クラブ会員 file:///e:/www/my%20webpage/megro/DCC/inv80/kids.html
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UECUECUECUEC子供発明子供発明子供発明子供発明クラブクラブクラブクラブ（（（（調布少年少女発明調布少年少女発明調布少年少女発明調布少年少女発明クラブクラブクラブクラブ））））会員会員会員会員

学年別構成 学年別構成 学年別構成 学年別構成 ((((2007200720072007年度年度年度年度))))

小学６年 11名

小学５年 9名

小学４年 10名

小学３年 12名

合計 42名

2006年度はここをクリックしてくださ
い。

特別研究生特別研究生特別研究生特別研究生クラスクラスクラスクラス

中学３年 1名

中学２年 6名

中学１年 1名

小学６年 10名

小学５年 3名

小学４年 5名

合計 26名

  

1年間の発明クラブ活動を終えるとこちらに参加できます。自主的活動を尊重しています。

2007年4月現在

Copyright C 2004 Division of Community Collaboration. All Right Reserved.



発明クラブ指導員 file:///e:/www/my%20webpage/megro/DCC/inv80/listoftutors.html
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UECUECUECUEC子供発明子供発明子供発明子供発明クラブクラブクラブクラブ（（（（調布少年少女発明調布少年少女発明調布少年少女発明調布少年少女発明クラブクラブクラブクラブ））））企画運営委員企画運営委員企画運営委員企画運営委員・・・・指導員名簿指導員名簿指導員名簿指導員名簿

役員役員役員役員

会　長 林　茂雄（電通大　教授）

副会長 安田　耕平（（社）目黒会　会長）

顧　問 益田　隆司（電通大　学長）

顧　問 前田　隆正（（社）目黒会　最高顧問）

企画運営委員会企画運営委員会企画運営委員会企画運営委員会

委 員 長 林　茂雄（電通大　教授）

副委員長 安田　耕平（（社）目黒会　副会長）

委 　 員
佐藤　博志（調布市生活文化部生涯
学習交流推進課長）

委 　 員
山﨑　淳（調布市教育委員会指導室
長）

委 　 員
秋保　弘（調布市商工会商工振興課
長）

委 　 員 藤野　馨（専任指導員）

委 　 員 宮下　武重（専任指導員）

委 　 員
三橋　渉（目黒会記念会館支援委員
長、電気通信大学教授）

 

指導員指導員指導員指導員

 有山　正孝

 石川　洋一

 伊理　武男

 内海　基裕

 上田　武彦

 大熊　直彦

 大嶋　榮生

 太田　章

 大村　吉元

 木下　實

 草間　篤

 小林　一夫

 小林　宏

 高須　昭彦

藤野　馨

 松嶋　武彦

 水野　孝夫

宮下　武重

 村上　弘芳

 八木　克育

（注） は専任指導員。

2007年4月現在

Copyright C 2004 Division of Community Collaboration. All Right Reserved.



電通大子供発明クラブ、調布少年少女発明クラブ、電気通信... file:///e:/www/my%20webpage/megro/DCC/inv80/index.html
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電通大子供発明電通大子供発明電通大子供発明電通大子供発明クラブ クラブ クラブ クラブ （（（（調布少年少女発明調布少年少女発明調布少年少女発明調布少年少女発明クラブクラブクラブクラブ））））

「めざせ！平成のエジソン」

このスローガンの「平成」に深い意味が
あります。偉大な発明家エジソンは子
供のころ、ずいぶんあぶなっかしいこと
をやっていました。もし指導員がついて
いたらもっと安全に発明ができたことで
しょう。また、今の時代であればやたらと
汗を流すのではなく科学的に考えるこ
とも大切です。このクラブはそのような
場を提供していきたく思っています。

 
過去のニュース

特許庁委託モデル事業 (2004, 
2005)

擬似 特許庁 の取り組み (2005)

役員・指導員

クラブ会員構成

電通大子供工作教室 
発明クラブ指導員は子供工作教室
の活動にも参加しています。子供
工作教室は平成13年(2001)11月
13日が初回で、発明クラブ発足時
には29回を数えていました。

子供工作教室の出前講座 も実施
しています。

特別研究生クラス活動記録(2006
年度)

ご案内

指導員からのメッセージ

マスコミ

リンク 
電気通信大学 地域貢献部門 
(社)発明協会 少年少女発明クラブ

問い合わせ先 
国立大学法人電気通信大学
総務部研究協力課　産学連携係
TEL：042-443-5880
FAX：042-443-5108
E-mail：kenkyo-k＠office.uec.ac.jp
＠は小文字に変えてください。迷惑メール

防止にご協力ください。

今後今後今後今後のののの予定予定予定予定

 原則として、毎月２回活動しています。うち１回はクラブとしての継続課題
の製作、残り１回は工作教室（一般応募枠あり）と合同で実施しています。
工作教室は１回完結です。

4月12日（土）：開講式 （発明クラブ）

4月26日（土）：万華鏡を作ろう （発明クラブ/工作教室）



おもちゃの病院

　前田隆正氏（目黒会前会長、現在同会最高顧問）をはじめ、目黒会のみなさんで実施してい

ます。

・実施日 毎月第３土曜日、午後１時から。

・実施場所 創立80周年記念会館1階　コミュニケーションホール

・治療件数 平均して5件

　なお、竹内幸一氏による「おもしろサイエンス」を2階ミュージアムで同時開催しました。



電通大サイエンス・パートナーシップ・プログラム、SPP、電気... file:///e:/www/my%20webpage/megro/DCC/spp/index.html
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サイエンスサイエンスサイエンスサイエンス・・・・パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ・・・・プロジェクト  プロジェクト  プロジェクト  プロジェクト  Science Partnership Project Science Partnership Project Science Partnership Project Science Partnership Project ((((SPPSPPSPPSPP) ) ) ) 2007200720072007

Science PartnershipScience PartnershipScience PartnershipScience Partnership

電気通信大学は、小学校・中学校・高
等学校と連携して理科教育の振興に協
力します。

リンク

（独）科学技術振興機構

問い合わせ先 
国立大学法人電気通信大学
総務部研究協力課　法規・調査係
TEL：0424-43-5050
E-mail：
hyoukahouki-k@office.uec.ac.jp

2007200720072007年 年 年 年 ((((本学本学本学本学がががが実施機関実施機関実施機関実施機関))))

調布市立布田小学校 (講座型学習活動　タイプＡ：
click) 
担当　林教授(量子・物質工学科）、竹内客員教授

渋谷区立富谷小学校 (講座型学習活動　タイプＡ：
click) 
担当　林教授(量子・物質工学科）、竹内客員教授

私立カリタス女学院中学校・高等学校 (講座型学習
活動　タイプＡ) 
担当　河野教授(電子工学科）、竹内客員教授

私立立教女学院中学校・高等学校 (講座型学習活動
　タイプＡ) 
担当　河野教授(電子工学科）、竹内客員教授

2007200720072007年 年 年 年 ((((相手方相手方相手方相手方がががが実施機関実施機関実施機関実施機関))))

山梨県立富士河口湖高等学校 
担当　河野教授(電子工学科）、竹内客員教授

Last upate: Nov. 2007

Copyright C 2007 Division of Community Collaboration. All Right Reserved.
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サイエンスサイエンスサイエンスサイエンス・・・・パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ・・・・プロジェクト  プロジェクト  プロジェクト  プロジェクト  Science Partnership Project  Science Partnership Project  Science Partnership Project  Science Partnership Project  ((((SPPSPPSPPSPP) ) ) ) 2007200720072007

エレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクスをををを活活活活かしたかしたかしたかしたロボットロボットロボットロボット工作 工作 工作 工作 @ @ @ @ 布田小学校布田小学校布田小学校布田小学校

かっちんかっちんかっちんかっちん玉玉玉玉ロボットロボットロボットロボット

外観 電子回路

コンセプト

 手作りの楽しさが味わえる教育素
材（資料暫定版）

スタッフ

 林　茂雄 (電気通信学部教授)
竹内幸一 (2007年度客員教授)
TA 梅木智里 (電気通信学部2年)
TA 高柳真如 (電気通信学部1年)

リンク

 調布市立布田小学校

 （独）科学技術振興機構

問い合わせ先

 国立大学法人電気通信大学
総務部研究協力課　法規・調査係
TEL：0424-43-5050
E-mail：
hyoukahouki-k@office.uec.ac.jp

活動経過活動経過活動経過活動経過

 事後対応：2007-11-09 (金) 18:00-21:00

11/3に動作しなかった作品のトラブルシューティングと修理を行ない
ました。

 第3回：2007-11-03 (土) 13:30-15:30

半田付けの練習をしたあと、リード線の半田付けの本番を行ないまし
た。1/3 の人がライトで首を制御することができました。残りの人は、
半田付け箇所を間違えたり、隣の島にまで半田付けしたりしてうまく
動作しませんでした。

2回目のアンケート実施

 下準備：2007-11-02 (金)

半田付け箇所が多いので、回路部品をあらかじめ半田付けしまし
た。

 

 第2回：2007-10-07 (日) 13:30-15:30

首振り台を組み立て、電池ボックスを取り付けました。かっちん玉ロ
ボットを手動スイッチで制御して、ビー玉を落とすところまでできまし
た。

1回目のアンケート実施

 第1回：2007-10-06 (土) 13:30-15:30



電通大サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト、SPP、電気... file:///e:/www/my%20webpage/megro/DCC/spp/index_fuda.html
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活動経過活動経過活動経過活動経過

参加者は布田小の児童と近隣の小学校の児童、計9名(4～6年)。場
所は布田小学校内の調布市科学センター。布田電池ボックスを組
み立てたあと、コイルを巻いて電磁石を作りました。

Last upate: Nov. 2007
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サイエンスサイエンスサイエンスサイエンス・・・・パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ・・・・プロジェクト  プロジェクト  プロジェクト  プロジェクト  Science Partnership Project Science Partnership Project Science Partnership Project Science Partnership Project ((((SPPSPPSPPSPP) ) ) ) 2007200720072007

エレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクスをををを活活活活かしたかしたかしたかしたロボットロボットロボットロボット工作 工作 工作 工作 @ @ @ @ 富谷小学校富谷小学校富谷小学校富谷小学校

かっちんかっちんかっちんかっちん玉玉玉玉ロボットロボットロボットロボット

外観 電子回路

コンセプト

 手作りの楽しさが味わえる教育素
材（資料暫定版）

スタッフ

 林　茂雄 (電気通信学部教授)
竹内幸一 (2007年度客員教授)
吉川光子 (前 富谷小学校校長)

リンク

 東京都渋谷区立富谷小学校

 （独）科学技術振興機構

問い合わせ先

 国立大学法人電気通信大学
総務部研究協力課　法規・調査係
TEL：0424-43-5050
E-mail：
hyoukahouki-k@office.uec.ac.jp

活動経過活動経過活動経過活動経過

 第8回：2007-12-18 (火) 14:40-15:30

第2部、作ったロボットで遊ぼう
アルミ箔を丸めて玉を作った。どこまで飛べせるか競争したり、飛ば
し方を工夫したり。

 第7回：2007-12-11 (火) 14:40-15:30

第2部、光スイッチの製作(2)
-3V用電池ボックスの組み立て。できた順に講師がブレッドボードへ
のリード線のハンダ付け。

 第6回：2007-11-20 (火) 14:40-15:30

第2部、光スイッチの製作(1)
ブレッドボード上で回路の組み立て。ソレノイドの代わりにLEDを負
荷として使用。講師の±3V電源で動作試験。

 第5回：2007-10-30 (火) 14:40-15:30

竹串で首を支持台に取り付け。 支持台を組立板に両面テープで取
り付けて動作試験。全員が手動スイッチで動くようになった。

 下準備：2007-10-29 (月)

かまぼこ台への横穴あけ、鉄板の取り付け。



電通大サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト、SPP、電気... file:///e:/www/my%20webpage/megro/DCC/spp/index_tomi.html

2 of 2 2008/03/25 20:31

活動経過活動経過活動経過活動経過

 第4回：2007-10-23 (火) 14:40-15:30

ねじ切りをしたボールペンの先に電磁石ホルダーを取り付けて首を
組み立てた。ついで前回作った電磁石を電磁石ホルダーにねじ込
んだ。

 下準備：2007-10-22 (月)

地震用金具を万力で折り曲げて電磁石ホルダーとした。

 第3回：2007-10-16 (火) 14:40-15:30

カールしないように紙コップに銅線をかぶせてコイルを10 m巻いた。

 下準備：2007-10-15 (月)

コイルを巻きやすくするためにボビンを長いものに交換(こどもたちが
作ったものはボツ)。

 第2回：2007-10-02 (火) 14:40-15:30

工具や部品をめいめいに配布。手はじめに電池ボックスを組み立て
た。次に 名刺でソレノイド用ボビンを作った。鉄芯は4ミリねじ。

 第1回：2007-9-11 (火) 14:40-15:30

参加者は科学クラブの児童21名(4～6年)。マンガン乾電池を分解す
る演示実験を行ない、酸素の中で線香が炎を上げる実験を体験さ
せた。ねらいは「自宅でもできる」。

Last upate: Jan. 2008

Copyright C 2007 Division of Community Collaboration. All Right Reserved.



第３回 美化ボランティア活動報告２００７ 
 

平成１９年１１月２４日(土) 第３回「美化ボランティア」活動を電気通信大学生活協同

組合との協賛で行いました。 
 

【実施内容】 
８:30 集合・受付 
9:00～ 9:45 大学周辺ゴミ拾い 
    東・西地区外周道路、電通大通り、駐輪場（メガロス前）、天神商店街にてゴミ

拾いを行った。 
9:45～10:15 ゴミ分別作業 
10:15～11:45 レクレーション（ビンゴゲーム） 

【参加人数】 
   学生  20 名 

教職員  9 名 
  拾ったゴミの量は 

可燃ゴミ袋  大 1 袋、不燃ゴミ袋  大 1 袋、ミックスペーパー 小１袋 
ペットボトル 小１袋、カン、ビン  合わせて小１袋程度, 

ゴミの内容ではタバコの吸殻、タバコの空箱、お菓子の包み紙が目立だった。メガロス

前駐輪場のゴミが多い。 
今回の活動には昨年よりもボランティア参加が少なく、特に教職員の方の参加者が減り

ました。来年はこの作業が地球環境への取り組みの小さなしかし大きな一歩であることを

理解して頂き、多くの方に参加して頂けるよう広報活動と意識改革を行う必要がある。 
文責 
地域貢献部門 

                     美化ボランティア世話人 阿部浩二 
 
活動状況の写真 

  
電通大通り メガロス前駐輪場            ゴミ分別作業 

 



ボランティア活動支援事業 
 

 
１）ボランティア活動マッチングシステム 
昨今、多くの外部非営利団体から学生のボランティア依頼が寄せられている。一方、相

当数の学生がボランティア活動に参加したいという気持ちを持っている。その間をとりも

つのがボランティア活動マッチングシステムという一種のコンピュータシステムである。  
ボランティア活動を希望する学生は毎年このシステムに登録し、メーリンリストに入る。

ボランティア参加依頼があれば事務局からメーリンリストあてに情報を発信する。興味を

持った学生は依頼先に自分で問い合わせ、さらには参加申し込みを行う。 
このシステムが運用を開始したのは平成 18 年度からである。それ以前は、学生課での掲

示を通して斡旋がなされていた。あるいは、特に初等中等教育機関からの教育補助ボラン

ティア依頼の場合には、特定の研究室への依頼を通して斡旋がなされることもあった。こ

の場合、教職員の個人的なレベルでの斡旋は重い負担をかけるとともに、量的な限界があ

った。より広範な依頼をより多くの学生へ効率的に周知する目的でこのシステムが構築さ

れたのである。 
表１は、今年度（平成 19 年度）の依頼内容をまとめたものである。 

 
（まとめ）マッチングシステム利用者総数 

18 年度の登録学生数：６１名 
19 年度の登録学生数：４３名 
19 年度の依頼件数：５６件 

 
２）ボランティア依頼先へのアンケート調査 
コンピュータ化は負担を減らす目的には有効であるが、きめ細かい斡旋は期待できない。

また、週１回の入力に伴うタイムラグもある。そこで当該ボランティア支援システムでの

マッチング成立件数を調べることを目的として、依頼者にアンケート用紙を送った。その

際、満足度調査も併せて行なった。 
アンケートの発送先は教育補助ボランティアに限定した。その理由は、この分野がコン

ピュータ化の影響が最も大きいと考えられるからである。教育指導補助に分類できる依頼

先 10 件にアンケート用紙を発送して、返ってきた 8 件の結果を整理したのが表２である。 
表から分かるとおり、マッチング成立件数は 4 件である。いずれも依頼者の満足度は高

い。うち 2 件は同じ学生が参加しているので、学生の実数でいえば 2 名である。登録者総

数が約 50 名であることを考慮すると、この数はいかにも少ない。 
地域貢献部門では、この結果について議論し、コンピュータに任せきったボランティア

活動支援体制から一歩踏み出すことは必要であるとの認識をもつに至った。次年度は学生



に対する広報活動にもっと力を入れること、あるいはボランティアサークルの支援をする

ことなどの工夫が必要であろう。 
なお、年度末に登録学生を対象としたアンケート調査をメールにより実施したが、返信

が 1 通のみであったので、ここでは触れないでおく。 
 

（まとめ）教育分野におけるマッチングの成立状況 
18 年度の教育分野依頼件数：１０件 
18 年度の実施件数：４件 
 

（注）福祉関係、イベント運営スタッフ等，教育以外の分野での実施件 
数は調査の対象外。 

 



表1．平成18年度ボランティア活動依頼 2008/3/31

受付日 団体名 依頼内容 依頼区分
通知
No,ｄｃｃ

1 2007/3/29 足立区教育委員会 授業支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ A 46

2 2007/4/1 (社）日本肢体不自由児協会 子供のｷｬﾝﾌﾟﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰ B 46

3 2007/4/1 災害支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進委員会 災害支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座 D 46

4 2007/4/1 つぼみの会（1型糖尿病の患者・家族の会ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ生活ｽﾀｯﾌ B

5 2007/4/9 調布市役所社会教育課 学校外活動充実事業「遊ｉｎｇ」ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ B

6 2007/4/11 （財）野外教育研究財団 子供のｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ B 51

7 2007/4/16 東京YMCA西東京ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 軽度発達障がい児のための活動ﾘｰﾀﾞｰ B 51

8 2007/4/24 NPOｸﾞﾘｰﾝｳｯﾄﾞ自然体験教育ｾﾝﾀｰ 子供のｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰ B

9 2007/4/27 多摩六都科学館 科学館運営ｽﾀｯﾌﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ A

10 2007/5/1 東京YWCA国領ｾﾝﾀｰ 子供のｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰ B

11 2007/5/21 「広がれﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの輪」連絡会議 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ・ 市民活動ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ D 52

12 2007/5/22 （財）国際青少年研修協会 国際交流協力者 A 52

13 2007/5/22 災害支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進委員会 災害支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座 D 52

14 2007/6/1 調布市教育委員会指導室 理科支援員 A 53

15 2007/6/4 横浜市市民活動支援ｾﾝﾀｰ 市民活動体験塾 D 54

16 2007/6/6 東京ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ・ 市民活動ｾﾝﾀｰ 夏の体験ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱおよび取材記者・カメラマン C 55

17 2007/6/6 野外遊び喜び総合研究所 子供のｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰ B 55

18 2007/6/11 調布市子ども生活部児童青少年課 子供のｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ B 55

19 2007/6/13 (財）学生サポートｾﾝﾀｰ 学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体支援募集 C 57

20 2007/6/16 都立調布北高等学校 ｻﾎﾟｰﾄﾃｨｰﾁｬｰ A 56

21 2007/6/18 桃山学院大学キリスト教センター 大学ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの勉強会 D 57

22 2007/6/25 (財）野外教育研究財団 ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟｽﾀｯﾌ B 58

23 2007/6/25 （社福）八王子市社会福祉協議会 青年ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動体験学習 D 58

24 2007/6/26 調布市社会教育課 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座 D 58

25 2007/6/27 都立調布養護学校PTA ｻﾏｰｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ（ﾌﾟｰﾙ） B 59

26 2007/6/27 NPO　ADRAJAPAN 海外ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ（モンゴル） C 59

27 2007/7/4 神奈川県立青少年ｾﾝﾀｰ 第９期不登校・ひきこもりの子ども・若者を支援するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ C 60

28 2007/7/12 調布市国際交流協会 夏休み子ども日本語教室 A 61

29 2007/7/9 社団法人日本青年奉仕教会 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ３６５（青年長期ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動） C 62

30 2007/7/19 電通大　地域・産官学連携推進本部 竹内先生：教育科学館ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ A 63

31 2007/7/17 ネットワーク多摩 ｲﾍﾞﾝﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ A 65

32 2007/7/12 （社福）調布市社会福祉事業団 ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ C 65

33 2007/8/9 電通大　量子・物質工学科 林先生：布田小　電気工作教室ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ A 66

34 2007/8/9 電通大　量子・物質工学科 林先生：富谷小　電気工作教室ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ A 67

35 2007/9/4 災害支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進委員会 災害支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座 D 68

36 2007/8/13 調布市教育委員会指導室指導係 調布中授業ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語対応） A 69

37 2007/8/13 調布市教育委員会指導室指導係 調布中補習授業ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ A 69

38 2007/9/25 （社福）日本肢体不自由児協会 親と子の療育ｷｬﾝﾌﾟﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ B 70

39 2007/9/27 福生市社会教育係 福生市第六小学校児童放課後見守り活動 C 71

40 2007/9/27 第7回ｿﾆｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｧﾝﾄﾞ 募集 E 71

41 2007/10/17 調布市教育委員会社会教育課 遊inｇ（調布市障がい児童活動）ボランティア C 72

42 2007/10/17 （社福）あけぼの福祉会 第2５回あけぼの福祉会リサイクルバザー C 72

43 2007/10/18 NPO地球緑化ｾﾝﾀｰ 農山村長期滞在ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　緑のふるさと協力隊 C 72

44 2007/10/18 （財）社会教育協会日野社会教育ｾﾝﾀｰ ｽｷｰｽｸｰﾙﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ B 72

45 2007/10/18 足立区教育委員会 授業支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ A 72

46 2007/10/31 （社）日本青年奉仕協会 ボランティア３６５　長期滞在型ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟﾛｸﾞﾗﾑ D 73

47 2007/10/31 （独法）日本学生支援機構 学生ボランティア活動支援・促進の集い D 74

48 2007/11/7 （財）国際青少年研修協会 国際交流ボランティア募集、青年海外派遣事業 C 74

49 2007/11/15 電通大　量子・物質工学科 美化ボランティア活動 A 75



表1．平成18年度ボランティア活動依頼 2008/3/31

50 2007/11/13 神奈川県立青少年ｾﾝﾀｰ ひきこもり・不登校のこどもや若者を支援するボランティア体 C 76

51 2007/11/15 調布市社会福祉協議会 調布市福祉まつり　ボランティアスタッフ C 76

52 2007/12/21 神奈川県立青少年ｾﾝﾀｰ 子供に関わる若者ボランティアセミナー D 77

53 2007/12/21 国立科学博物館ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ担当 教育ボランティア A 77

54 2008/1/16 災害支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進委員会 災害ボランティア講座 D 78

55 2008/3/27 亜細亜大学　栗田研究室 日本ボランティア学習協会　公開研究ﾌｫｰﾗﾑ D 81

56 2008/3/27 国際青年環境NGO ｲﾍﾞﾝﾄ環境対策　ボランティアスタッフ D 81

依頼区分： A- 教育指導補助　　  - 電通大生へ期待される教育的活動 計 15

B- ｷｬﾝﾌﾟ活動等補助員 - 学生や若者に期待される活動 計 13

C-　福祉活動 　       　- 学生や若者に期待される福祉活動 計 13

D- 講座、集会など     - ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座やﾌｫｰﾗﾑ参加、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯ 計 14

E- その他                 - 寄付金助成募集 計 14



表2．平成18年度ボランティア募集団体に対するアンケート結果 2008/3/31

アンケート実施日2007年９月２０日

有効回答８件（１０件発送)

参加有
り（名）

参加無
し

都立調布北高等
学校

2006年4月 教育指導補助 1 ○ 1 ○
生徒の質問に対して丁寧に答えていて、期待通り
の働きが見られた。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ指導の学生の方が増
えることを願っている。

調布市教育委員
会教育部指導室

2006年6月
市内小・中学校の
教育指導補助

1 ○ ○ ○
授業補助指導、学習の個別指導に期待以上の働
きが見られた

調布市国際交流
協会

2006年7月 教育指導補助 1 ○ ○ ○

モンゴル系中国人留学生に協力いただく。中国出
身の中学生（来日半年経過）を担当。日本語のみ
の熱心な指導と、日本語教育の意味を十分理解し
た態度に感心し、期待以上の働きが見られた。国
際交流推進ｾﾝﾀｰの先生方におせわになっており、
そのルートからの申し込みが出来るような複数の
手続き方法を検討していただきたい。

都立調布養護学
校PTA

2006年9月 福祉活動 1 ○ 1 ○ ○
昨年度の参加学生が今年度も継続活動を行ってく
ださり、大変助かっている。

調布市教育委員
会社会教育課

2006年10月
市内小・中学校の
心障学級活動補助

○ ○ ○

社会福祉法人あ
けぼの福祉会

2006年10月 福祉活動 ○ ○ ○
０７年１１月１０，１１日に府中公園にてバザー実施
を開催するため、後日ボランティア依頼をよていし
ている。

国立科学博物館
教育ボランティア

2006年12月 教育指導補助 ○ ○ ○

社団法人学術・文
化・産業ﾈｯﾄﾜｰｸ
多摩

2006年12月
集会など のﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱｽﾀｯﾌ

○ ○ ○

依頼内容募集団体　
質問事項

ｂ　依
頼継続
予定

ｃ　依
頼しな
い

a　期待
以上の
働き

b　期待
通りの
働き

ｃ　期
待はず
れ

募集時期
a　現
行のま
ま

b　方
法の変
更希望

⑤その他
①依頼事項に
対する学生参
加の有無

②参加有りの場合、そ
の満足度

③依頼の継続
④依頼手続き
方法

ａ　07年度の依
頼済みa　有り

（名）
ｂ　無し



花植え事業活動報告書 

 

１．事業開始の経緯 

  平成１４年９月から１２月に、市民を対象とした、まちづくり講座「まち創造塾」が開かれ

た際、そのまとめとして市民から出された提言の１つに「住みたいまち、花のある調布」という

ものがあった。これに対し、この塾に出席していた当時の梶谷誠学長が「是非、大学内に花を植

えてほしい」と要望され、実現する運びとなったもので、平成１５年６月から、春・秋の２回、

花植え作業が行われている。 

 

２．事業内容 

 花植え事業は、平成１９年度も調布市民ボランティアグループ「調布 花・はな」により、

春・秋の二回行われた。春の花植え作業は、本部棟玄関前広場の花壇で、教職員・学生も加わ

って行われたが、花・はなグループではこの他、保健管理センター北側の学生が集う広場の池

周辺にも花植えを行った。 

第１回  ６月１３日（水） 10：00～11：00  学内参加者：教職員 25名、学生８名 

第２回 １０月２６日（金） 10：00～11：00 

 

花植え作業の第１回では、教職員、学生合わせて 33名参加し、サルビアやマリーゴールドな

どの花が植えられた。第２回目は、教職員の参加も予定していたが、生憎の雨で、花・はなグ

ル－プのみで作業が行われた。 



中学生職場体験受入事業 

 

 「中学生職場体験」は、進路指導と総合的な学習の一環として、地域にあるさまざまな事業所

や施設などを活用して、生徒自らが直接働くことを通じて、そこに働く人たちの苦労や喜び、ま

た仕事の大切さや難しさなどを学習するとともに、自己の将来について積極的に考えていく態度

を養うことを目的に実施されているものである。 

職場体験事業の受入れについては、地域貢献部門の一事業として位置づけ、平成１７年度から実

施している。 

 本学においても、平成１９年度は次の５中学校から受け入れた。 

 平成 19年９月 ５日～７日  府中市立府中第二中学校 ２年生 ３名 

      ９月 11日～13日  調布市立第八中学校 ２年生 ２名 

      ９月 26日～28日  調布市立第八中学校 ２年生 １名 

平成 20年１月 22日～24日  府中市立浅間中学校 ２年生 ３名 

受入れは、総務課・研究協力課、学生課（国際交流会館）、附属図書館で行い、職員の指導の 

下に、書類の整理、学内郵便物の集配、データ入力、簡単な HPや文書作成などの作業を行った。 

職場体験を終えた生徒からは、「仕事を間近で見、やってみて大切さや大変さを実感した。」、 

「働くことの意味が少し分かった気がする。」、「仕事の大変さは勿論のこと、同じ職場の方との 

協力が必要だということを実感した。」、「この経験を将来に役立てていきたい。」などのほか、 

体験した生徒の全員が「いろいろな国の留学生と交流できて良かった。」という感想があった。 



三鷹ネットワーク大学 

 

 平成 19 年度の三鷹ネットワーク大学への協力は、平成 18 年度に引き続き、量子・物質工学科

の丹羽 治樹教授が「ホタルの光を探る。ホタルの光で探る。～生物発光の基礎と応用～」と題

して、11月 11 日、11月 18日の 2日間、講座を開講した。 

 

講座趣旨は、以下のとおり 

 光る生物はホタルを初めとしていろいろなものが知られています。さまざまな発光生物を紹介

しながら、「ホタルとは何か」、「どうすれば光を作ることができるか」を簡単に紹介したのち、生

物が光る目的や光を作る仕組みを説明します。 

 ホタルをはじめ生物発光の光は、さまざまな分野で利用されています。その利用法について簡

単に解説します。 

 1937 年にノーベル生理・医学賞を受賞した Albert Szent-Gorgi は次のように語っていま

す。”Discovery is seeing what everyone else has seen and thinking what no one else has 

thought.” （誰もが見て知っているけれど、それを見て、誰も思いつかなかったことを思いつく、

それが“発見”だ）。ホタルの光を見て誰も思いつかなかったようなことを思いついてください。 

それは 21 世紀を彩る新しい科学技術の開発に繋がるかもしれません。 



LIGHT de NIGHT 10×10：

光る生き物 電通大教授　　丹羽　治樹

　　・主催：　円卓会議・照明楽会（東京デザインセンター共催）

　　・実施日･場所:：　2007/12/21, 東京デザインセンター（五反田）

　　・聴衆：　２００人

　　・内容：　発光生物と光る目的・メカニズムについて１０分間で紹介。

　　　　　　　　（講演者は１０人、美容師、写真科、精神科医、光アーティスト、美術評論家など

　　・仲介：　直接

電気通信大学フォーラム：電気通信大学市民講座

ホタルの光は役に立つ 電通大教授　　丹羽　治樹

　　・主催：　電気通信大学

　　・実施日･場所:：　2007/11/24、電気通信大学

　　・聴衆：　５０人

　　・内容：　発光生物と光る目的・メカニズムについて解りやすく紹介（９０分）。

　　・仲介：　電通大フォーラム：広報室

三鷹ネットワーク大学社会人大学院授業：

ホタルの光を探る。ホタルの光で探る。―生物発光の基礎と応用―

電通大教授　　丹羽　治樹

　　・主催：三鷹ネットワーク大学推進機構

　　・実施日･場所:：　2007/11/11

　　・聴衆：　聴講者１０名

　　・内容：　発光生物と光る目的・メカニズムについて講義（９０分×２回）

　　・仲介：　研究協力課産学連携係　（地域貢献部門から募集）

平成19年度日本バイオイメージング学会公開講座　 「理学と工学が拓くバイオイメージング：

生物発光の化学とそのイメージングへの応用 電通大教授　　丹羽　治樹

　

　　・主催：　日本バイオイメージング学会

　　・実施日･場所:：　2007/10/31　東京理科大学　野田キャンパス

　　・聴衆：　聴講者１００名

　　・内容　発光生物と光る目的・メカニズムについて講演（３０分）

　　・仲介：　直接



いなぎＩＣカレッジ・プロフェッサー講座 

 

 平成 19 年度から新たに、稲城市教育委員会からの要請を受け、「いなぎＩＣカレッジ・プロフ

ェッサー講座」への協力を開始した。 

「いなぎＩＣカレッジ・プロフェッサー講座」は、「稲城市生涯学習推進計画“Inagiあいプラ

ン”」に基づき、市民主体で運営する生涯学習の場として、平成１５年１０月にスタートした「い

なぎＩＣカレッジ」の講座の中で、幅広く・深く専門的な知識の追求する場として、より高度な

教育内容を「やさしく、誰にでもわかりやすく」を目指して、大学の教員や名誉教授などを講師

として新たに開設したものである。 

この講座は、平成 19 年 10 月にスタートし、本学からは、総合文化講座の樽井 武教授が「こ

れでわかった“本場の英語”」と題して、10 月 27 日から 3 月 22 日までの間に計６回の講座を開

講した。 

 

講座の内容は、以下のとおり 

 ～日本人の不得意な発音、聞き取りを本場仕込みの英語で実践訓練～ 

日本人が聴き取るのが難しい英語の音声と話すときに問題の生じる音声を、日本人の立場か

ら分析した結果を分かりやすく解説した上で参加者の皆さんの英語力が向上するように実践訓

練をします。初級・中級・上級のどのレバルの方でもさ参加できる講座です。 



いなぎいなぎいなぎいなぎＩＣＩＣＩＣＩＣカレッジカレッジカレッジカレッジ・・・・プロフェッサープロフェッサープロフェッサープロフェッサー講座講座講座講座    
    
１１１１    講座内容講座内容講座内容講座内容    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２２２２    講座講座講座講座のののの留意点留意点留意点留意点    

＊ 中学・高校で学んできた（はずの）英語を国際舞台でのコミュニケーションに使える英語に鍛え直す。 
＊ ポイントとしては、日本語の音声構造から持ち込んでいると考えられる学習者の英語の音声を英語の

音声構造に近づけ、国際英語のレベルで使える方向に変化させる訓練をする。 
＊ そのためには、該当する英語の音声を単音・音節・語・句・文・文章のレベルで使用する時に機械的

に出てくるようになるまで（暗記するまで）、音声訓練をする。 
 
３３３３    英語圏情報英語圏情報英語圏情報英語圏情報のののの紹介紹介紹介紹介    
  ＊ できる限り英語圏の情報・文化を「生のまま」で紹介する。 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

London の地下鉄の駅のプラットホームで、電車のドアとの

距離があり乗り降りする時に注意すべきところには、プラッ

トホームに MIND THE GAP と書いてあり、電車が近づく

とこの英語が放送されます。英語の発音で the は低い短い

音声で話され、Mind および gap の語尾の [d[, [p] はほと

んど音声として聴こえないほどに話されています。 
 

[fiʃәntʃips]ように発音するので、and の部分は、[әn]

のような発音になります。 

この発音を[әnd] のように発音すると、魚とチップス

ということになり、写真の料理からビーンズ等が取り

去られたものになってしまうことになります。 

 



１１１１．．．．調布市国際交流協会日本語調布市国際交流協会日本語調布市国際交流協会日本語調布市国際交流協会日本語ボランティアボランティアボランティアボランティア入門講座指導入門講座指導入門講座指導入門講座指導 

 

［講 師］ 池田 裕 （国際交流推進センター教授） 

      笠原（竹田）ゆう子 （国際交流推進センター准教授） 

［期 間］ 2007 年７月～2007 年９月 毎週金曜日 14：00～16：00（全 12 回） 

［場 所］ 総合研究棟 306 室、調布市たづくり 12 階大会議室 

［講座概要］ 

 調布市国際交流協会日本語ボランティア希望者 40 名を対象に日本語教育及び日本語教

授法の基礎知識についての講義と異文化理解のためのワークショップを行った。 

 

２２２２．．．．調布市国際交調布市国際交調布市国際交調布市国際交流協会日本語流協会日本語流協会日本語流協会日本語ボランティアボランティアボランティアボランティア勉強会指導勉強会指導勉強会指導勉強会指導 

［講 師］ 池田 裕 （国際交流推進センター教授） 

［期 間］ 第６期 2007 年１月～2007 年６月 毎月第２木曜 14：00～16：00 

      第７期 2007 年７月～2007 年 12 月 毎月第２木曜 14：00～16：00 

      第８期 200８年１月～200８年６月 毎月第２木曜 14：00～16：00 

                         （各期６回） 

［場 所］ Ｐ棟 110 室 

［講座概要］ 

  調布市国際交流協会所属日本語ボランティア各期約 20 名を対象に、日本語教授法実習 

と教材分析、授業についてのカンファレンスを行った。 

 

３３３３．．．．調布市国際交流協会日本語調布市国際交流協会日本語調布市国際交流協会日本語調布市国際交流協会日本語ボランティアボランティアボランティアボランティア日本語教授法日本語教授法日本語教授法日本語教授法フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ講座指導講座指導講座指導講座指導 

［講 師］ 笠原（竹田）ゆう子 （国際交流推進センター准教授） 

［期 間］  

Ａコース（初級レベル学習者対象の教授法） 

2008 年２月 21 日、28 日 13：30～16：30 

Ｂコース（中級レベル学習者対象の教授法） 

 2008 年２月 22 日、29 日 13：30～16：30 

［場 所］ Ｐ棟 213 室 

［講座概要］ 

  調布市国際交流協会所属日本語ボランティアＡ、Ｂ各コース約 20 名を対象に日本語教

授法のワークショップを行った。Ａコースでは、絵やゲームを用いた教授法及び教材作成

実習、Ｂコースは中級教材解説及び教材分析実習を行った。 

 



鬼太郎モニュメント復興活動への協力

　2007年5月25日の「鬼太郎盗難事件」の発生を受けて、調布市および商店会が中心となって募

金活動が始まったが、七夕での募金キャンペーン後でもまだかなりの資金が不足していた。

　それを伝え聞いて、７月中旬から橋本猛教授（電子工学科）をはじめ、本学の有志が募金活

動を模索しはじめた。そして、いくつかのサークルと大学生協学生委員会が立ち上がり、水木

プロの快諾を得て図柄を貰い受けてポスターを作成した。

　それが功を奏したのか鬼太郎モニュメントが復興できることとなり、2007年11月3日に除幕式

が挙行され、大学生協学生委員会が商店会から表彰された。また2008年3月24日には大学生協学

生委員会が学長表彰を受けることとなり、中心となって活躍した安東靖英君（情報通信工学

科）が代表として出席した。


