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親子孫で〈たのしい仮説実験〉講座	 	 
を全国で開催

全国展開９年目となる 
2014年夏のテーマ 

《30倍の世界》 
２６会場で 

２９８組　約８５０人の 
参加者とスタッフが参加

全国展開10年目となる　2015年夏のテーマ 

〈はじめての力学〉 
１９会場で 

２０２組　約６００人の 
参加者とスタッフが参加

２回目となる 

親子孫で〈たのしい仮説実験〉
講座ワークショップ 

大阪で開催 
夏の主催者への広がりへ

《３０倍の世界》の 
関連商品の開発 

ミクログラフィア 
クリアファイル 

〈たつじんくん〉　 
が好評！

〈はじめての力学〉の 
関連商品の開発 

〈力積くん〉

楽知んカレンダー 
2015年/年度版 
販売15年目！ 6000部

〈大道仮説実験〉講座	 	 
全国で多数開催

愛知県・三重県 

〈たのしい仮説実験〉 
連続講座を開催 

岡崎連続３回・長久手連続２回・ 
名古屋連続４回・三重連続４回・ 

長久手秋連続 
計14回開催　のべ339組 945名

全国からの講師が情報共有 

〈大道仮説実験〉 
講師への道 講座スタート！ 
〈しゅぽしゅぽ〉・〈びりりん〉 
〈どっか～ん！〉の選択講座 

全７回実施で 
認定講師への道を！

講座開発 

家でもあそべる科学グッズ 
が充実！ 

〈大道仮説実験〉講座が 
誰でも実施しやすくなりました。 

参加者からも好評！

つい誕生会をやりたくなる 

〈ハッピーバンジー〉 
が商品化 

名フィル「子どものエール基金」の 
〈バンジーチャイム演奏会〉普及事業

として商品開発
メルマガ 

楽知ん◯満月 
アクションズ 

128号は 808人に配信

会員制度	 	 
リニューアル

運営会員16人 
サポータ会員40人 

プチサポーター会員４人

会紙 
「楽知んプリーズ！」 

発行スタート！ 
初回特別2000部

〈はじめての力学〉収録　 

『科学入門教育 
WORKS１』創刊　



1. 事業の成果 

1.1 〈親子孫でたのしい仮説実験講座〉の実施および研究開発 
「本格的な科学入門教育である〈仮説実験授業の授業書〉を大人も子どももいっしょにたの

しむ」ことを目的として，夏休みを中心として「親子孫で〈たのしい仮説実験〉講座を一般の
家族を対象として開催した。２０１５年夏で，１０回目となった。それぞれのテーマにつき，
参加者が家でも講座の内容のふり返りができ，家族や知人にも試せるような実験のセットを開
発し，グループに１セット以上を頒布した。また，子どもから大人まで誰でもたのしめるよう，
科学史的な背景などを紹介する部分では，オリジナル紙芝居を開発した。 
各地のほとんどの会場において「とてもたのしかった」「たのしかった」との参加者の評価

が大半であり，特に子どもと一緒に参加した大人の評価が，例年以上に高い結果となった。さ
らに，主催者からも実施しやすいと好評であった。 

1.1.1. ２０１４年夏～２０１５年春 
仮説実験授業の授業書《30倍の世界》をテーマとし，全国26会場で実施した。 

1.1.2. ２０１５年夏～２０１５年秋 
サイエンスシアターや授業書案〈吹き矢の力学〉を中心にまとめた〈はじめての力学〉をテー

マとし，全国19会場で実施した。 

1.2. 親子孫で〈たのしい仮説実験〉講座ワークショップの実施 
親子孫で〈たのしい仮説実験〉講座の総括と，さらなる普及を目的として，2013年に続いて

2回目となる親子孫で〈たのしい仮説実験〉講座ワークショップを2日間のワークショップ形式
で実施した（2014年12月，大阪市）。全国からこの講座の受講を希望する家族や主催希望者
と，実際に主催した講師・スタッフがあつまり，親子孫版《30倍の世界》全4コマを，4人の講
師にて分担して行い，高い評価を得た。 
このワークショップの参加者から，新たな主催者が名乗りをあげ，これまで開催されていな

かった沖縄県ではじめて，親子孫で〈たのしい仮説実験〉講座を2014年に取り組んだテーマ
《30倍の世界》で実施した（2015年2月）。 

1.3. 〈大道仮説実験〉講座 の実施および研究開発 
昨年に引き続き，全国各地の当法人会員が中心となり，公共図書館，公民館等からの依頼や，

また主催者となって親子孫を対象に〈大道仮説実験〉講座を実施した。講座内容は今までに当
法人が開発した「大道仮説実験」のフリップブックに基づいた一連の実験・体験，及びそれに
関するものづくり等である。 
本事業年度は，そのプログラムのひとつである〈バンジーチャイム演奏会〉講座の普及事業

（公益財団法人あいちコミュニティ財団の「名フィル子どものエール基金」の活動助成事業）
として実施し，子どもから大人まで，だれでもがたのしさを広げることができるバリアフリー
な楽器の開発と，〈バンジーチャイム演奏会〉講座の普及に取り組んだ。 
また，〈大道仮説実験〉講座の，それぞれのプログラムで実施するモノづくりの材料セット

を商品開発としてすすめ，充実をはかった。 

 3



なお，〈大道仮説実験〉講座の開催方法として，子どもゆめ基金を活用した〈たのしい仮説
実験〉連続講座として愛知県岡崎市・三重県津市において実施する試みを行い，はじめて参加
する家族からの申し込みを多数いただくことができた。 

1.4. 〈大道仮説実験〉講師への道　講座の実施 
〈大道仮説実験〉講座を，単なる科学講座ではなく科学入門講座の入り口として，さらに地

域社会で人づくりにつながるプログラムとして実施できる講師の，お互いに学びあう場として，
〈大道仮説実験〉講師への道　講座をスタートさせた。 
本講座は，テーマごとの「選択講座」と，「必修講座」からなるが，本事業年度は，各プロ

グラムごとの講座運営を安心してすすめられるための「選択講座」のみ実施した。各講座４名
～15名の参加者で，講師同士が互いに情報共有しじっくり学びあうことのできる場を設定する
ことができた。 
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２　特定非営利活動に係る事業実施に関する事項 

■事業名 
「親子孫で〈たのしい仮説実験〉講座」 
　2014年度テーマ《30倍の世界》 

事業内容 
仮説実験授業の授業書《30倍の世界》をとりあげ，楽知ん研究所の会員が主催者となって，全
国26会場で4コマ連続の本格的な科学入門講座を実施した。 
 従事者の人数：各講座で各地の講師（会員）と1名～4名程度のスタッフ， 
   および数名のボランティア学生等 
 受益対象者の範囲及び人数： 
   団体や一般市民に広く公表して募集。    各地で６～70名 
    
《30倍の世界》講座　開催一覧 
開始日 終了日 開催県 開催地 講師 組数 人数
2014年7月12日 7月13日 愛知県 岡崎コンファレンスセンター 宮地 祐司 17 45

7月26日 7月27日 島根県 奥出雲多根自然博物館 河上 力哉 6 11
7月26日 7月27日 千葉県 幕張総合高校 田部井 哲広 13 32
8月2日 8月3日 新潟県 小出郷文化会館 栗原 正治 6 15
8月2日 8月3日 北海道 旭川市民活動交流センターCoCoDe 小出 雅之 3 6
8月2日 8月3日 静岡県 三島市商工会議所会館 河上 力哉 5 14
8月8日 8月9日 北海道 札幌市生涯学習センター 小出 雅之 5 11
8月8日 8月10日 愛知県 愛知県立芸術大学 宮地 祐司 8 27
8月9日 8月10日 北海道 室蘭工業大学 宗像 利忠 10 22
8月9日 8月10日 青森県 青森県社会福祉センター 盛 義高 4 8
8月9日 8月10日 群馬県 太田行政センター 栗原 正治 10 27
8月9日 8月10日 東京都 大田区消費者生活センター 長崎 平和 12 29
8月9日 8月10日 福井県 ユー・アイふくい 山本 恵理子 12 21
8月15日 8月16日 京都府 京都大学 舟橋 春彦 12 38
8月15日 8月16日 東京都 杉並区立科学館 森 香織 22 50
8月15日 8月16日 宮城県 東京エレクトロンホール宮城 船迫 新治 12 27
8月16日 8月17日 三重県 三重県総合博物館 宮地 祐司 29 76
8月23日 8月24日 三重県 三重大学 木村 妙子 26 75
8月23日 8月24日 愛知県 中京大学 宮地 祐司 21 49
8月25日 8月26日 東京都 千代田区科学技術館 塚本 浩司 9 12
8月30日 8月31日 兵庫県 南但馬自然学校(朝木市 山本 卓史 3 13
9月13日 9月14日 大阪府 ルネ高大阪 江口 誠 2 7
9月14日 9月15日 大阪府 大阪電通大寝屋川キャンパス 舟橋 春彦 5 14
9月28日 10月11日 千葉県 上総高校 坂井 美晃 26 68

2015年2月11日 2月11日 沖縄県 よなみね研究室 與那嶺 剛 3 12
3月21日 3月22日 愛知県 中京大学 宮地 祐司 17 42

２６会場
組数　
計

人数計

298 751
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■事業名 
「親子孫で〈たのしい仮説実験〉講座」 
　2015年度テーマ〈はじめての力学〉 

事業内容 
授業書案〈はじめての力学〉をテーマとして，楽知ん研究所の会員が主催者となって，全国19

会場で4コマ連続の本格的な科学入門講座を実施した。 
 従事者の人数： 
  各講座で各地の講師（会員）と1名～4名程度のスタッフ， 
  および数名のボランティア学生等 
 受益対象者の範囲及び人数： 
  団体や一般市民に広く公表    各地で８名～８0名 

〈はじめての力学〉講座　開催一覧 
開始日 終了日 開催県 会場 講師 組数 人数
2015年7月25日 7月26日 愛知県 岡崎コンファレンスセンター 宮地 祐司 28 79

7月25日 7月26日 新潟県 科学の碑記念館 栗原 正治 3 9
8月1日 8月2日 千葉県 千葉市幕張 田部井 哲広 8 20
8月8日 8月9日 愛知県 中京大学 宮地 祐司 25 57
8月8日 8月9日 静岡県 三島市生涯学習センター 河上 力哉 4 11
8月8日 8月9日 東京都 大田区消費者センター 長崎 平和 5 15
8月8日 8月9日 福井県 ユー・アイふくい 山本 恵理子 5 8
8月15日 8月16日 群馬県 太田市行政センター 栗原 正治 7 18
8月15日 8月16日 北海道 北海道教育大旭川校 小出 雅之 7 17
8月15日 8月16日 北海道 室蘭工業大 宗像 利忠 6 16
8月15日 8月16日 青森県 青森県立保健大学 盛 義高 3 9
8月15日 8月16日 宮城県 東京エレクトロンホール宮城 船迫 新治 10 23
8月15日 8月16日 東京都 江東区文化センター 長崎 平和 3 12
8月15日 8月16日 京都府 京都大学 舟橋 春彦 10 23
8月22日 8月23日 愛知県 愛知県立芸術大学 宮地 祐司 15 41
8月29日 8月30日 兵庫県 南但馬自然キャンプ場 山本 卓史 5 11
9月21日 9月22日 三重県 三重県総合文化センター 宮地 祐司 23 66
9月27日 10月11日 千葉県 上総高校 坂井 美晃 28 67
10月24日 10月25日 沖縄県 南風原町文化センター 與那嶺 剛 7 15

組数　
計

人数計

１９会場 202 517
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■事業名 
　親子孫で〈たのしい仮説実験〉講座ワークショップ 

事業内容 
親子孫で〈たのしい仮説実験〉講座を普及する事業として，一般の親子孫および，主催を検

討している会員・非会員，講座主催経験者が集まり， 2日間のワークショップ形式で実際に前4
コマの授業書を体験するワークショップ。今まで親子孫講座を主催した方との交流会や、親子
孫講座のバックボーンである１７００年代の科学史についての講演も行った。 

実施日時 
 2014年12月27日～28日 
実施場所 
 ルネサンス大阪高校（大阪市） 
従事者の人数 
 20名 
受益対象者の範囲及び人数 
 団体や一般市民に広く募集し55名，４０組が参加。 

■事業名 
「親子（孫）・夫婦でたのしい仮説実験講座」準備・検討会 

事業内容 
夏休みを中心に開催する「親子孫で〈たのしい仮説実験〉講座」で実施するテーマ選定およ

び内容について検討を実施した。各回に10名～19名の講師および主催希望者が参加。 

実施日時・場所 
 第１回　検討会：2015年２月7日～8日 
  サンプラザシーズンズ研修室（名古屋市名東区） 
 第２回　検討会：2015年４月11日～12日 
  大田区民センター（東京都大田区） 
 準備会：2015年５月18日～19日 
  休暇村支笏湖（北海道千歳市支笏湖） 
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■事業名 
 出版物，教材及び教育玩具の作成及び販売事業 

事業内容 
 科学入門教育に関する出版物，教材及び教育玩具の開発・作成及び販売を行った。 

　◯出版物 
 　『楽知んカレンダー2015』　B５版　全４８ページ　6000部発行 
 　『科学入門教育WORKS１」　A5版　138ページ　300部発行 

　◯親子孫で〈たのしい仮説実験〉講座用　実験セットの開発（主催者向け商品） 
 　《３０倍の世界》実験セット　９８０セット 
 　〈はじめての力学〉実験セット　７００セット 

　◯〈親子孫〉講座　関連商品 
 　スマホ専用ライトスコープアダプター「たつじんくん」６１０台 
 　『ミクログラフィア』クリアファイル　４種類 
  「ノミ」3000部・「結晶」1000部・ 
  「コルク」1000部・「ころりんじーさん」1000部 
 　「力積くん」受注生産体制を確立 

　◯〈大道仮説実験〉講座　関連商品の開発および製造販売 
 　パチパチパンチ！板　CD版　４種各1000部製作 
 　水分子誕生〈どっか～ん！〉カード受注生産 
 　〈モルクリップ〉　受注生産 
 　〈ころりんコース＆ピコピコカプセル〉　受注生産 
 　〈プチ・バンジーチャイム〉6φ　受注生産 
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■〈バンジーチャイム演奏会〉普及事業（助成対象実施期間2014年４月～2015年３月） 

事業内容 
 「社会の笑顔」を広げる道具として，〈バンジーチャイム（楽器）〉の普及と 
　　〈バンジーチャイム演奏会〉講座を実施した。（名フィル子どものエール基金助成事業） 
 本助成金にて，新商品開発・講座開催（名古屋市内の講座が対象）を実施した。 

　◯新商品開発 
 〈ハッピーバンジー〉  
　　　　　＝「ハッピーバースディ」が 
　　　　　　　誰でもたのしく演奏できる 
  〈バンジーチャイム〉のセット 

　◯講座実施実績 
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実施日 会場／イベント 講師 組数 人数
2014年11月9日 ●中京大学 宮地 祐司 9 79
2015年1月22日 ●名古屋市振甫保育園　保育士研修会 武藤 実佐子 14 14

1月25日 ●ぼらチャリパーク　ステージ 武藤 実佐子 多数 多数
1月31日 ●名古屋市千種図書館 宮地 祐司 12 30
3月7日 ●名古屋市守山図書館 宮地 祐司 8 24
3月24日 ●名古屋市熱田図書館 宮地 祐司 8 20



３　会議の開催に関する事項 

3.1. 総会 

　3.1.1.　定期総会　 
 日時：平成２６年９月７日（土）20時～21時　　 
　　　　　　　　愛知県長久手市　愛知県立芸術大学音楽科新講義棟大講義室 
　　 議題 
 ①平成２５年度事業報告の承認について 
 ②平成２５年度収支決算の承認について 
 ③平成２６年度の事業計画の承認について 
 ④平成２６年度の収支予算の承認について 
 ⑤役員の変更について 

　3.1.2.　臨時総会　 
 日時：平成27年10月10日（土）20時～21時　　 
　　　　　　　　愛知県長久手市　福祉の家　会議室 
　　 議題： 
 　　①平成２６年度（前期）収益事業の決算承認について 

3.2. 理事会 
　第１回メーリングリスト理事会 
 日時：平成２６年７月１４日　0時～24時　インターネット上のメールにて 
 議題： 
 　　①平成２５年度会計の現状について 
 　　②商標出願について 
 　　③ミッションについて 

　第２回メーリングリスト理事会 
 日時：平成２６年８月１４日　0時～24時　インターネット上のメールにて 
 議題： 
 　　①新商品の販売状況について 
 　　②平成２５年度収益事業の売り上げについて 
 　　③平成２５年度定期総会について 

　第３回メーリングリスト理事会 
 日時：平成２６年９月１４日　0時～24時　インターネット上のメールにて 
 議題： 
 　　①平成２６年度事業について 
 　　②新役員の就任承諾状況について 
 　　③融資の継続状況と生産物について 
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　第４回メーリングリスト理事会 
 日時：平成２６年１０月１４日　0時～24時　インターネット上のメールにて 
 議題： 
 　　①所轄庁への事業報告について 
 　　②会費納入方法について 
 　　③NPO紹介パンフレットについて 
 　　④会員の状況について 

　第５回メーリングリスト理事会 
 日時：平成２６年１１月１４日　0時～24時　インターネット上のメールにて 
 議題： 
 　　①会費納入方法について 
 　　②データベース導入について 
 　　③研究誌発行について 
 　　④会員の状況について 

　第６回メーリングリスト理事会 
 日時：平成２６年１２月１４日　0時～24時　インターネット上のメールにて 
 議題： 
 　　①クレジット決済導入について 
 　　②親子孫で〈たのしい仮説実験〉講座ワークショップについて 
 　　③会員の状況について 

　第７回メーリングリスト理事会 
 日時：平成２７年１月１４日　0時～24時　インターネット上のメールにて 
 議題： 
 　　①委託事業コンペについて 
 　　②データベース運営について 
 　　③会員の状況について 

　第８回メーリングリスト理事会 
 日時：平成２７年２月１４日　0時～24時　インターネット上のメールにて 
 議題： 
 　　①ファンドレイジンフ大会について 
 　　②楽知んカレンダー販売状況について 
 　　③会員の状況について 

　第９回メーリングリスト理事会 
 日時：平成２７年３月１４日　0時～24時　インターネット上のメールにて 
 議題： 
 　　①メール便廃止にともなう送料みなおしについて 
 　　②商店街価格改定と支払い方法の変更について 
 　　③会員の状況について 
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　第１０回メーリングリスト理事会 
 日時：平成２７年４月１４日　0時～24時　インターネット上のメールにて 
 議題： 
 　　①会費クレジット決済開始について 
 　　②会員の状況について 

　第１１回メーリングリスト理事会 
 日時：平成２７年５月１４日　0時～24時　インターネット上のメールにて 
 議題： 
 　　①研究誌発行予定について 
 　　②親子孫講座について 
 　　③会員の状況について 

　第１２回メーリングリスト理事会 
 日時：平成２７年６月１４日　0時～24時　インターネット上のメールにて 
 議題： 
 　　①委託事業コンペ結果について 
 　　②レンタル料金みなおしについて 
 　　③会紙発行について 
 　　④会員の状況について 

　第１３回メーリングリスト理事会 
 日時：平成２７年７月１４日　0時～24時　インターネット上のメールにて 
 議題： 
 　　①親子孫講座実施スケジュールについて 
 　　②会員むけサービスについて 
 　　③会員の状況について 

　第１４回メーリングリスト理事会 
 日時：平成２７年８月１４日　0時～24時　インターネット上のメールにて 
 議題： 
 　　①次年度カレンダー発行部数について 
 　　②会員の状況について 

　第１５回メーリングリスト理事会 
 日時：平成２７年９月１４日　0時～24時　インターネット上のメールにて 
 議題： 
 　　①ワークショップについて 
 　　②親子孫講座実施状況について 
 　　③会員の状況について 

　第１６回メーリングリスト理事会 
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 日時：平成２７年１０月１４日　0時～24時　インターネット上のメールにて 
 議題： 
 　　①臨時総会について 
 　　②会議の開催方法について 
 　　③会員の状況について 
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