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ガラスガラスガラスガラスをををを教育素材教育素材教育素材教育素材としたとしたとしたとした多様多様多様多様なななな学習学習学習学習のののの実践実践実践実践    

    

千葉県立千葉県立千葉県立千葉県立○○○○○○○○工業高等学校工業高等学校工業高等学校工業高等学校    ○○○○（（（（工業化学科工業化学科工業化学科工業化学科））））    

    

 

１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに 

 工業高校には，機械や電気，建設などさまざまな学科があり，それぞれの学科において時代の

ニーズに合わせた教育が行われている。工業化学ではいろいろな工業材料を扱い，その中にはセ

ラミックス，金属，高分子などがある。これらのうち歴史が古いのがセラミックスであり，セラ

ミックスの一種にガラスがある。ガラスは長く人間生活に欠かすことのできない素材として使わ

れてきた。ガラスは約五千年前にメソポタミア地方で偶然発見され，製造されるようになったと

いう説が有力である。実に長きにわたり，人間生活に役立ってきたが，すでに技術的に成熟して

いるかというとそうではなく，未だにさまざまな機能が付加され，技術革新が行われている。 

 また，ガラスはその扱いにおいて割れた破片が鋭利なため怪我をする危険性をともなうが，石

油製品などの可燃物に比べれば比較的安全である。その上，身近な素材であるために，その危険

性は家庭生活の中でも体験している。このため，教材として取り扱う場合に安全意識を持たせる

ことが容易である。 

 ガラスはその透明性や加工のしやすさ，耐薬品性や耐熱性が高いことなどにより，実験器具や

試薬瓶などとして利用されており，学校でもよく扱う素材である。 

 このようなガラスを教材として活用する利点として以下のことがあげられる。 

１．バーナーで加熱することにより塑性変形するため加工しやすく，「ものづくり」を体験させる

ことができる。 

２．身近な材料であり，割れると危ないということを日常生活で体験しているため，作業させる

上で安全に配慮させることが容易である。 

３．適度に取扱いに注意が必要であり，大きな事故や怪我を心配することなく安全意識を持たせ

ることができる。 

４．装飾品にも使われており，製作教室の指導などの場を設定しやすく，生徒が校内外で指導的

立場を体験する機会が得られる。このことにより，コミュニケーション能力，意見の違いや立

場の違いを理解する力がつく。 

５．ガラス加工は中小企業においても広く行われており，個人の技術習得が必要であることを実

感させることができ，キャリア教育にもつながる。 

    

２２２２    研究計画研究計画研究計画研究計画    

 本校でのガラスに関する教育活動には以下のものがあり，教科の中で行う活動と，教科以外の

活動がある。 

（１）教科の中で行う活動 

 ① 工業技術基礎  

  １年次に実施する教科の中で七宝焼きを行う。 

 ② 工業化学    
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  ３年次の工業材料と新素材の単元にセラミック材料があり，その中でガラスを扱う。 

 ③ 課題研究    

  ３年次に行う。３～５名程度のグループで興味・関心に応じてテーマを選ぶ。いろいろなテ

ーマの中からガラスに関するテーマを選ぶ生徒がいる。 

 

（２）教科以外の活動 

 ① 近隣小学生と保護者対象のガラス細工教室 

 平成２２年１月１６日に実施した。１～３年生５名ずつが事前申込者を対象に七宝焼きとと

んぼ玉つくりの指導をした。準備の段階から主体的に活動し，当日の進行も生徒が行った。 

② 企業技術者による講演 

  平成２２年６月２４日に開催した。工業化学科１年生４０名を対象とした。本年度は幕張理

化学硝子製作所の技術者を招いて，実演と講演をしてもらった。 

 ③ 中央区ふるさとまつり出展 

  平成２２年１０月１７日に開催された。２年生３名，３年生５名が参加し，一般希望者を対

象に七宝焼き体験の指導をした。 

 ④ 千工祭(文化祭)の学科発表 

  工業化学科の展示の中で，一般希望者を対象にガラス細工体験を行い，生徒が指導をした。

平成２２年度は１０月３０日に実施し，１年生５名，２年生６名が参加した。 

 ⑤ 中学生体験入学 

  毎年９月下旬の土曜日に実施している。中学生に七宝焼き等を体験させる。生徒が体験実習

の補助をする。 

  

３３３３    研究内容研究内容研究内容研究内容    

（１）小学生とその保護者対象ガラス作り教室 

 ア 当日の様子 

 平成２２年１月１６日（土）に本校４階，有機合成実習室にて実施した。小学生１２名とその

保護者１２名が参加した。工業化学科の生徒３年生が３名，２年生が３名，１年生が２名参加し，

参加者への説明や指導を行った。 

 当日の日程を以下に示す。 

８：３０～ ９：００ 開校式・日程説明 

９：００～１１：３０ とんぼ玉製作体験 

１１：３０～１２：００ 七宝焼きデザイン 

１２：００～１３：００ 昼食 

１３：００～１５：００ 七宝焼き製作体験 

１５：００～１５：３０ とんぼ玉に糸を通しストラップ等にする 

１５：３０～１６：００ 片付け・閉校式 

 

 （ア）全体説明 

 図１は３年生が行った全体説明の様子である。この生徒は，事前準備のパワーポイントの構成
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から関わり，プロジェクターを使用して説明を行った。緊張のためかやや早口であったが，しっ

かりと説明することができていた。 

 

 （イ）とんぼ玉製作体験 

 とんぼ玉製作体験ではバーナーを５つ設置し，

１年生と３年生の５名がそれぞれ担当し，製作

体験の指導を行った。図２から図５はとんぼ玉

製作体験の指導をしている様子である。安全を

最優先に，また，とても真剣に指導しているこ

とがよくわかる。 

 

 とんぼ玉製作の工程を以下に示す。 

① 金属の心棒に水に溶かした離形剤を適量

つける。 

 ② 離形剤を乾燥させながら，ガラスを加熱する。 

 ③ 離形剤が乾燥したら，ガラスをさらに加熱し，作りたいとんぼ玉の大きさまで折り重ねる。 

 ④ 融解したガラスを離形剤に巻いていく。 

 ⑤ 加熱しながら形を整えたり，柄をつけたりして完成させる。 

 ⑥ ゆっくり冷却させる。 

 ⑦ 冷却したら水をかけ，芯棒からとんぼ玉を取り外す。 

 ⑧ ひもを通してストラップなどにする。 

 

 ①から⑧の作業のうち，午前中は⑤までを行った。この中で小学生には②の作業が特に難しい。

両手でそれぞれ乾燥と加熱を同時に行うので，どちらか一方に意識が集中してしまうためである。

そのため，ガラスの加熱を生徒が行ったり，後ろから両手を持って作業を手伝ったりと工夫して

指導している。図２では，小学生に離形剤の乾燥をさせ，生徒がガラスの加熱を行っている。ガ

ラスの加熱は慎重にやらないと熱膨張により割れることがあるので危険である。生徒の安全性に

配慮した行動である。図３は小学生が両手で作業をしている。ガラスの加熱が進み，ガラスを折

図１ 生徒による全体への説明 

図２ 工程② 図３ 工程③ 
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り重ねる工程であり，安全であると判断した生徒の行動である。図４は小学生の両手を後ろから

生徒が持ち，作業をしているところである。図５は母親に乾燥した芯棒を持たせ，そこに小学生

が融解したガラスを巻いている状況である。生徒は手を出さずに指導しているが，しっかりと安

全に配慮している。 

    

（ウ）七宝焼き製作 

 七宝焼き製作の工程を以下に示す。 

① デザインを決める。 

 ② 銅板を硝酸で洗浄する。 

 ③ 裏に釉薬を塗り，約８００℃で加熱する。 

 ④ 温度が下がったらもう一度硝酸で洗浄する。 

 ⑤ デザインに従って表面に釉薬やミルフィオリを置いていく。 

 ⑥ 約８００℃で加熱する。 

 ⑦ 手で触れる程度に冷えたら，はみ出た部分をグラインダーで削る。 

 ⑧ キーホルダーや爪切りに貼り付けて完成させる。 

 

 今回は時間の関係で②と③の工程は事前に行っておいた。参加者がデザインを決めたら，生徒

が硝酸で洗浄した銅版の表面に釉薬を塗ったり，ミルフィオリを置く⑤の工程に入った。釉薬を

塗る工程の指導は１年生と２年生が行った。そして３年生が加熱炉の担当をした。図６は工程⑤

である。デザインに従って釉薬を塗るのであるが，参加者はかなり凝ったデザインにしようとす

る傾向がある。あまり自由にやらせると釉薬やミルフィオリをのせ過ぎてしまい，きれいにでき

なくなってしまうので，手を出しすぎない程度に，適度に指導していた。図７は工程⑥である。

この工程は高温となり危険なので，専任の生徒を決めて，必ず生徒が行うようにした。さらに，

工程⑦と⑧も生徒が行っている。七宝焼きが済んで十分冷えたものをキーホルダーや爪切りに貼

り付けたものが図８である。七宝焼き完成後，午前中に作製したとんぼ玉を芯棒から取りはずし，

参加者が紐を通してストラップなどに仕上げた。 

 

図４ 工程② 図５ 工程④ 
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 イ 参加者の感想 

 終了後，その場で参加者にアンケート用紙を配り，記入してもらった。保護者と児童とは別の

書式とした。 

 

 （ア）児童向けアンケート 

 児童向けアンケートの結果は以下のとおりである。 

 

図６ 工程⑤ 図７ 工程⑥ 

図８ キーホルダー（左），爪切り（右） 図９ とんぼ玉(左)，ストラップ(右) 

とんぼ玉 

体験時間について  短い ０名  ちょうどよい ７名  長い ５名 

体験してみて   簡単だった １名  ちょうどよい ４名  難しかった ７名 

七宝焼き 

体験時間について  短い １名  ちょうどよい ９名  長い ２名 

体験してみて   簡単だった ０名  ちょうどよい ６名  難しかった ６名 

どちらが面白かったか 

 とんぼ玉 ０人  七宝焼き ２名  両方面白かった １０名  どちらも面白くない ０名 



                 工－２－ 6 

 また，児童のおもな感想を以下に示す。 

 

 （イ）保護者向けアンケート   

 保護者向けアンケートの結果は以下のとおりである。 

 

 また，保護者のおもな感想を以下に示す。 

    

 ウ 指導生徒の感想 

 生徒のおもな感想を以下に示す。 

    

 エ 考察 

 児童へのアンケート結果では，とんぼ玉は長く感じたという児童が５名いた。これは，バーナ

ーが５台であり，一度に５組の親子しかできないため待つ時間が長くなってしまい，このような

感想になったと考えられる。また，児童はとんぼ玉も七宝焼きも難しく感じたようである。その

影響もあるのか，感想は教えてもらったことへの感謝がとても多かった。 

 保護者の感想も高校生への感謝の気持ちがつづられていた。前日に生徒には，「安全第一で」と

「温かい気持ちになって帰ってもらう」を意識して接してくれるよう伝えていた。そのことが実

・教えてくれてありがとうございました。わかりやすくてとってもやりやすかったです。それに，教えて

くれたおかげできれいなのがいっぱい作れました。この技術をいつか世界の発展に生かして下さい。 

・むずかしかったけど高校生がいたからしっぱいをしなくてよかったです。わからないところなどをわか

りやすくおしえてくれてとてもわかりやすいです。 

・地域でこのようなイベントがあるととてもありがたいです。ぜひまた参加したいです。 

・一生懸命お手伝いしていただけて本当にありがとうございました。楽しかったです。 

・気を配って目を配って優しく教えてくれました。 

・失敗しても「大丈夫ですよ」と声をかけて下さり，楽しく作ることができました。 

・教えたことを理解してくれてうれしかった。 

・もっと練習していれば，もっと上手に教えることができたと思う。 

・教えることは難しかった。色々と教わることもあって楽しかった。 

・思っていたより真面目で教えやすかった。 

・いつもの教わる立場とは違い，緊張した一日でした。日頃の先生方の苦労がわかった気がします。 

・質問されたことに答えられなくて残念だった。 

子供にとってとんぼ玉をどう感じたと思うか 

体験時間について  短い ２名  ちょうどよい ５名  長い ３名 

体験してみて   簡単だった ０名  ちょうどよい ６名  難しかった ４名 

七宝焼き 

体験時間について  短い ０名  ちょうどよい ９名  長い １名 

体験してみて   簡単だった １名  ちょうどよい ６名  難しかった ３名 
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践できていたことがわかり，とてもよかった。地域の方の工業教育への理解にもつながったと思

う。 

 後日，指導した生徒達にこれらを読ませた。生徒たちは，今回のことを通して，参加者が満足

していたことや，感謝してもらっていることを知り，とても喜んでいた。 

 指導生徒の事後アンケートからは，指導のむずかしさを実感したことや，教えたことを理解し

てくれたことへの感謝の気持ちが感じられた。また，特に１年生は来年，再来年を考えて，また，

経験が少ないからだと思われるが，「もっと練習したかった」という意見があった。今回の指導経

験の後，もっと上手に教えたいと，週に一度曜日を決めて１年生がとんぼ玉の練習を始めた。こ

れにより，今回の経験で，「目的を設定し，行動する力」が育まれたことがわかる。 

 今回の実践で，「自分の意見をわかりやすく相手に伝える力」や「相手の意見を丁寧に聞く力」

さらに「意見の違いや立場の違いを理解する力」が向上したと考えられる。    

    

（２）ガラス加工技術者による講演と実演 

 平成２２年６月２４日（木）幕張理化学硝子製作所相談役の駒場武男氏による講演とガラス加

工の実演を実施した。駒場氏は元東京大学技官の経歴を持ち，大学の講義や各研究機関での実演

などを行っているが，高校生を対象とするのは初めてということであった。高校生に話をしてく

れるのは初めてということを知り，生徒たちは○○工業高校に入学したことに改めて喜んでいる

様子であった。 

 

 ア 講演 

講演は「技術開発に欠かせないガラス加工技

術」という演題で，ガラスの種類による融点の

違いでどのように加工法が異なるかという話や，

ガラス加工のビデオを見ながら説明を加えると

いう形で行われた。その様子が図１０である。

まだ入学して２カ月余りであり，技術的な内容

についての知識が乏しい状態であったので，理

解できない部分もあったようである。講師はそ

のようなことを見越して，ガラス加工のビデオ

を見せながら解説をするというスタイルで講演

をしてくれた。生徒はガラスがいろいろと形を

変えていく様子をしっかりと見ながら解説を聞

き，理解を深めていた。 

講演では技術を積んでいくことの大切さ，働

くことの難しさなどについても触れられていた

ので，生徒にとっては技術的な学習の機会とな

っただけでなくキャリア教育にもつながったと

思う。 

 

図１０ 講演風景 

図１１ 実演前の説明 
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イ ガラス加工実演 

 休憩を挟んで，実習室に移動した。 

まず，安全についての説明があった。破片で

怪我をしたり，まだ冷めていないガラスに触れ

て火傷をすることがあるなど，危険な事例の紹

介をわかりやすく行っていた。その上で必ず保

護メガネを着用することや，ガラスの取り扱い

上の注意点について説明してくれた。 

続けてガラスの加工に入った。 

まず，ガラス管を切断する方法を２通り見せ

てくれた。細いガラス管はやすりで傷をつけ，

その部分を開くように引っ張ることできれいに

切断できた。太いガラス管はやすりで傷をつけ

た後，その部分から少し離れた傷の延長上に熱したガラスを押し付けることで，１周するように

ひびが入り切断できた。 

次にバーナーを使ってガラスを加熱することでの加工実演に入った。 

まず，熱膨張率の違うガラスを溶接することはできないということを実際に見せてくれた。同

じ素材のガラス棒２本を溶接し，空気が漏れないことを確認した。そして，見た目は全く同じで

あるが，熱膨張率の違う２本のガラス管を溶接したところ，熱いうちは変化がなかったが，冷え

てきたら割れてしまった。破片が勢いよく飛

び，生徒たちはびっくりしていた。 

次にガラス管を髪の毛よりも細くのばし，

そのガラス管がつぶれているのではなく，管

のまま細くなっていることを，空気が通ると

ころを見せることにより示してくれた。肉眼

では閉じているように見えたガラス管を，ビ

ーカーの水につけ息を吹き込んだところ，と

ても小さい気泡が出てきた。細いガラス管か

ら気泡が出ている様子を見て，生徒は驚きの

声を上げていた。図１３は生徒が食い入るよ

うに見ている様子である。 

図１４は１本のガラス管をＵ字に曲げたものである。図１５はガラス管を三角フラスコに成形

したものである。ガラス管を熱してＵ字に曲げる際に，ガラス管がつぶれないように空気を入れ

ながら作業する様子や，太いガラス管を少しずつ熱したりふくらませたりして，三角フラスコを

作る工程などを，生徒は熱心に見入っていた。特に，ガラス管をＵ字に曲げる作業は一瞬の出来

事であり，まさに職人技という技術を間近で見て，生徒達は感動していた。 

 同時刻に近隣の中学３年生の保護者５０名ほどが学校見学に来ており，ガラス加工の実演をし

ている実習室前を通った。工業高校の独自の取組みをアピールするのにとてもよい機会となった。 

 

図１２ ガラス管の加工 

図１３ ガラス加工を見る生徒 
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 ウ 生徒の感想 

 今回の講演・実演の中で特に感じたこと２つを選ばせたものを多い順に示す。 

 また，社会人・職業人として働く意欲や情熱は向上しましたかという設問の結果を以下に示す。 

 生徒のおもな感想を以下に示す。 

    

 エ 考察 

 生徒は間近でガラス加工を見ることができたことに感動していた。ガラスがいろいろと形を変

えていくことにとても興味を持ったようだった。信じられないような技術を間近で見ることがで

きたのはとても良い経験になったようだ。化学系学科の場合は，直接ものづくりをすることが少

ないが，ものづくりの仕事に魅力を強く感じた生徒が８名いたことも良い傾向であった。 

図１５ ガラス管から作った三角フラスコ 図１４ Ｕ字に曲げたガラス管 

・ガラスがいろいろと形を変えていくのがすごいと思った。 

・あんな風にできたら楽しいだろうと思った。 

・千葉工業に入学したおかげで普通高校では経験できないようなことができたのがよかった。 

・何においてもスタートが大事なんだと思った。 

・実際にやってもらっておもしろそうだと感じた。自分もやってみたいと思った。 

・目の前で実際に作業をしながら説明してくれたのでわかりやすかった。 

・ガラスを熱して引き伸ばしてもたるまなかったのはびっくりした。 

・企業の人から直接話を聞くことができ，とても良かった。２８名 

・他の専門科目でも実施してほしい。１４名 

・もっとこのような講演回数を多くしてほしい。１１名 

・ものづくりの仕事の魅力を強く感じた。８名 

・学校での学習内容が大切であると理解できた。６名 

・学校での学習内容が，企業でどのように活用・応用されているかがわかった。４名 

著しく向上した ６名    向上した ２３名   変化なし １１名 
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 さらに今回の体験は，クラス単位で行う大規模プラントを有する大企業の見学とは違い，よい

学習の機会となった。個人の技術が前面に出てくるので，自分の技術を上げていくことがキャリ

アアップにつながるということを実感できたよ

うだ。このことは，今後社会の中で自らのキャ

リア形成を計画し，実行できる力を育成するキ

ャリア教育にもなったことであろう。 

 今回の体験は，１年生に対しては早いのでは

ないかという心配もあったが，働く意欲や情熱

が向上した生徒が２９名もおり，実施してよか

ったと思われる。 

 

（３）千工祭のガラス細工教室での指導 

 平成２２年１０月３０日に実施された千工祭

で小学生とその保護者対象に親子ガラス細工体

験教室を開催した。参加者は事前に申込みをし

た小学生１０名とその保護者である。 

 

 ア とんぼ玉つくり 

 １０：００～１１：００の時間でとんぼ玉つ

くりを行った。日程の関係上職員が実演をしな

がら説明を行った。その後，５ヶ所のバーナー

に分かれて体験をしてもらった。それぞれの場

所に生徒を配置し，安全に配慮しつつ指導を行

った。図１６と図１７は生徒が指導している様

子である。２年生で，初めての生徒もいたが，

以前教える経験をしている生徒はとてもよく動

いていた。１年生は技術に自信がないのか，及

び腰なところもあったが，徐々に自信をつけて

小学生の手を持って指導していた。 

 七宝焼きの後，芯棒からとんぼ玉を取り外し

たが，割れてしまったものもあった。今回は時

間が短いために，参加者には１つしか作らせる

ことができなかったため，あらかじめ生徒が作

製したものも渡した。 

 

 イ 七宝焼き体験 

 １１：００～１２：００の時間に七宝焼き体験を行った。銅板を配布し，釉薬を塗ったり，ミ

ルフィオリをのせたりする作業は参加者に自由にやらせた。図１８は，参加者が銅板に釉薬など

を塗っているところである。その後の工程で，乾燥と加熱，グラインダーがけと，つめきり土台

図１８ 七宝焼き体験 

図１６ とんぼ玉つくりの指導（２年生） 

図１７ とんぼ玉つくりの指導（１年生） 
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・やりがいがあり，とても楽しかったです。 

・みんな素直に聞いてくれてよかったと思います。 

・言葉で教えるのが思っていたよりも大変だった。もう少し手伝いながらやればよかったと思う。 

・もう少しとんぼ玉の練習をしておけばもっと教えやすかったと思う。 

・自分で理解していても教えるとなるとなかなか伝えられなくて，大変だった。何回か教える立場になら

ないと，教えるのは難しいと思った。 

・ぜひ，また来年もやりたいです。 

への貼り付けを生徒が分担して行った。 

 銅板にのっているミルフィオリを落とさないように炉に入れるのに苦労していた。また，釉薬

を塗ったときと，仕上がりのイメージがまったく異なるために，銅板を乗せていたろ紙に書いた

番号で管理しているのだが，自分の使ったろ紙の番号を覚えていない児童もおり，生徒は苦労し

ていた。  

    

    ウ 生徒や参加者の感想 

 （ア）参加児童・保護者の感想 

 参加児童の感想の主なものを以下に示す。 

 参加保護者の感想の主なものを以下に示す。 

 

 （イ）生徒の事前アンケートと事後の感想 

 生徒の事前アンケートの主なものを以下に示す。 

 生徒の事後の感想の主なものを以下に示す。 

 

 

 

 

 

  

 

 エ 考察 

・おもしろかったのでたいくつしなかった。教え方が上手だった。 

・むずかしかったけど，みなさんに教えてもらったのできれいにできました。 

・親切に教えてくださりありがとうございました。みなさん楽しくてとっても楽しかったです。 

・これから来ることがあったら，その時はよろしくお願いします。 

・生徒さんの大きな声が聞きたかったと思います。 

・子供が楽しく真剣に取り組めました。生徒の方は安全に体験できるように気を使ってくださいました。 

・大変親切に教えてくださりありがとうございました。これからも工業高校生としていろいろと頑張って

ください。 

・とても丁寧に教えてくださり，助かりました。ありがとうございました。 

・親子でのよい思い出ができました。ありがとうございました。 

・１年生が担当してくださいましたが，もう少しコミュニケーションが取れればよかったと思います。 

・自分の役割を果たせるか心配。 

・きちんと小学生にとんぼ玉つくりを教えることができるか心配だが，教えること自体は楽しみです。 

・参加者みんなに楽しんでもらいたい。大変だと思うが，いい思い出にしたいです。 

・炎やガラスを扱うので，参加者に怪我をさせないか心配です。 

・台風が近づいている中，本当に来てくれるのか心配です。 
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 今回は千工祭の学科展示の中での実施であった。台風が近づく中，準備や当日の指導など，生

徒はよくやっていた。準備を進めて千工祭が近づくにつれて，楽しみが増す反面，天候のせいも

あって，生徒は不安感も持っていた。事前アンケートでそのことがよくわかる。内容からは，「自

分の役割を果たすことができるか不安」や，「きちんと教えることができるか不安」など自分のこ

とを考えていることに加え，「ガラスや炎を扱うことによる参加者の怪我が心配」と他者を思いや

る気持ちが出ている。 

 事後アンケートからは，「やりがいがあり楽しかった」や，「来年もやりたい」など生徒の満足

感が伝わってくる。また，「皆素直に聞いてくれた」や「言葉で教えるのが大変だった」や「もう

少し手伝いながらやればよかった」など教えることを体験して，感謝の気持ちや前向きに反省す

る気持ちが起きていることがわかる。 

 

４４４４    今後今後今後今後のののの展展展展望望望望とととと課題課題課題課題    

 今後の展望として，以下の２点があげられる。 

 小学生を対象にガラス体験教室を実施してまだ数年であり，この教室を経た生徒はまだ入学してい

ない。しかし，今後このような取り組みを続けていけば，小学生のときにガラス体験をした生徒が入

学し，そしてその生徒が，今度は小学生等に指導する立場となってくれることが期待できる。 

 ガラス加工技術者の講演・実演では，化学プラントでの仕事だけが将来の道ではないと実感し，中

小企業で技術者としてやっていく道を選ぶ生徒が出てくることが期待できる。 

 また，課題としては費用の確保がある。ガラス教室などは材料費を実費で徴収するなどが可能であ

るが，今後も一般企業の技術者に講演や実演に来てもらうためには，講演料などの予算が必要である。

今回は無償で行ってくれたが，今後継続するのであれば次年度以降きちんと考えなければならない。

生徒にとってとてもよい機会となるので，継続するためには学校としての予算化も必要であろう。 

 

５５５５    おわりにおわりにおわりにおわりに    

 ガラスを教育素材として扱うことの利点を考えてきたが，一番の効果はさまざまな世代との交流が

できることである。多くの人との交流を通して人間形成がなされることを考えると，今後もガラスを

教育素材としたこのような機会を生徒に与え続けたいと思う。 

 最後に，本教科研究に関して御指導いただきました千葉県教育庁教育振興部指導課○○○○指導主

事，現千葉県立○○工業高等学校○○○○校長，同○○○○教頭，同○○○○前教頭，工業化学科○

○○○○○科長，ならびに工業化学科の先生方に心から感謝申し上げます。また，多忙の中来校され

た幕張理化学硝子製作所 ○○○○相談役，同○○○○社長，同○○○○氏，ならびに生徒に指導の

機会を与えて下さったガラス教室に参加された地域の方々，及び生徒諸君に心から感謝申し上げます。 
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