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香川大学教育学部 



「未来からの留学生」で「夢を叶える修学生」に 

                       教育学部長 山神眞一 

 

「未来からの留学生」は今回で 13 回目を迎えました。今年は、事前申込み型が 17

講座、自由参加型が 15 講座あり、香川県内の幼稚園児、小学生、中学生、そして、オ

ープンキャンパスの高校生を合わせると子どもの参加数は約 800 人であり、保護者を

含めると、1000 人を超える参加者となりました。思い返すと第 1 回目は、幼稚園児と

小中学生を中心に開始しましたが、親子合わせて 300 人程度でした。今では、香川県

内を中心に「未来からの留学生」は、楽しみにされる教育学部最大の地域開放行事とし

て定着してきました。当初は、教員が中心に講座を開設し、学生がお手伝いする形で行

われていましたが、13 年目となる今回からは、学生中心の行事として体制を整備し、

学生運営委員会を新しく組織しました。教育学部の教員養成課程と人間発達環境課程の

両課程の 2年生が主に実行委員となり、全体をリードする体制で行われたことは、大き

な特徴であり、教育学部として大いに意義あることだと思っています。 

 現在、香川大学教育学部は、学部学生約 800名、大学院生約 100名、及び教員約 100

名の総勢約 1000 人で構成されています。「未来からの留学生」は、学部行事であり、

学部全体として取り組んでいる行事です。また、昨年から附属学校のブースの参加も増

え、今年は附属髙松小学校の吹奏楽団の演奏も披露され、附属学校も含めた教育学部全

体の取り組みに発展してきています。 

 「未来からの留学生」は、香川大学教育学部を知ってもらう地域への開放行事であり、

同時に将来、香川大学教育学部に行きたいという夢を持ってもらえる機会にしたいとい

う願いを持ってスタートしました。今回からこれまで以上に学生が主体となって企画運

営に関わるようになったことは、初期の願いをもとに、教育学部の学生自体が夢を叶え

る側としての立場、すなわち修学生となってきたように思えます。そのような教育学部

の修学生が支える「未来からの留学生」だからこそ、参加された一人ひとりが「夢を叶

える修学生」になってくれるように思えてなりません。 

 地域に親しまれ、地域と共に伸びていける香川大学教育学部として、「未来からの留

学生」で、「夢を叶える修学生」を育てていけるよう、これからも教育学部全体で力を

合わせて取り組んでまいります。今後共「未来からの留学生」へのご支援・ご鞭撻の程、

宜しくお願い申し上げます。 

  

 

 



 

第１３回「未来からの留学生」を終えて 

実施委員長 野﨑武司 

 

 2014年 10月 12日（日）に第 13回目の「未来からの留学生 教育学部フェスティバル in 

香大」を実施しました。天気にも恵まれ、本年も 1000 人を超える来場に恵まれました。 

 本年度の大きな特徴は、学生運営委員会を組織したことです。教員養成の２年生を対象とした

「教育実践プレ演習」とも連携して、教育学部両課程の２年生に子どもたちと関わる活動を推奨

しました。その一環で、２年生を中心に実行委員となってくれるように依頼しました。（もちろ

ん他の学年の多くの学生・大学院生の協力もありました） 

 学生運営委員長：前田悠登くん（数学）、副委員長：新谷健太郎くん（理科）、中野美沙さん（教

育）、パンフレット作成：植村結花さん（幼児）、ＨＰ担当：神野あかりさん（家庭）、ポスター

担当：太田捺美さん、伊藤綾香さん（美術）の他、数多くのメンバーが、事業全体の事務作業を

担ってくれました。もちろん、多くの大学教員、事務スタッフの支援があっての行事運営である

ことにまちがいありません。 

     

 人間環境コース：香大アドベンチャー       国語領域：いざ行かん！百人一首の世界へ 

 

 本年は、１５の自由参加講座、１７の事前申込講座を開講しました。学生たちが様々に工夫を凝ら

して子どもたちを迎えていました。 

      

  発達臨床コース：夢の国へレッツゴー         理科領域：サイエンスハウス 

 

  



 

また、昼休みには附属高松小学校の吹奏楽団が演奏してくれました。曲紹介も堂々と、そして

演奏も美しいハーモニーを響かせていました。昼休みのひと時がとても華やぎました。  

     

  

 学生運営委員長の前田くんは、次のような感想を残してくれました。 

「未来からの留学生は、私の『これから』について考えるいい機会となった。今回、新たにバルーンアートの

授業を開講させてもらった。多くの先生や仲間に影で支えられ、なんとか初めての授業を完成させることがで

きた。教えるからには『できません』で終わらせるわけにはいかない。教師としての責任を強く感じ、練習で

何百と風船を割った。多くの子どもたちが私たちの授業に興味を持ってくれたことはとても嬉しかった。今回、

多くの人たちに助けられ、成功体験を味わうことができた。社会に出て活躍するためのいい機会だった」。 

 香川大学教育学部は、これからも学生たちのやる気を引き出し、しっかり支えていきたいと思います。 

 

     

国際理解教育コース：世界の遊びで体を動かそう   学生運営委員：挑戦の秋（バルーンアート） 

 

      
  美術領域：オリジナル傘を作ろう！      家庭領域：エコキャンドルを作ろう！ 

 

 



 

参加者の方から、次のようなお手紙をいただきました！ （感謝） 

 



おもしろ算数･数学教室：図形の変身！

担当者：長谷川順一・大谷 彩・田川徳子・山本瑛水

活動内容

本講座は、今年度も午前・午後の２回、各２時間続きで実施した。本学部で「未来からの

留学生」が開始されて以来、２時間続きで講座をもっているが、いつも参加者である子ども

達、それに保護者の方を含め、休み時間も休憩を取ることなく大変熱心に取り組んでいる姿

を見ることができた。そのこともあって、いつも２時間続きの講座として実施している。

子ども達に考えてもらった問題は図形の等積変形であり、図形を印刷したワークシート、

色紙や折り紙、ヒントになるベニヤ板で作った大きな図形を用いて等積変形の方法を考えて

いくようにした。

午前、午後ともに、前半の１時間目には三角形を四角形に、四角形を他の四角形に等積変

形するなどの問題を扱った。導入部では、２つの図形を重ね合わせることによって､それら

の大きさ･広さ（面積）が比較できることを確認し、ついで用紙（図形）の裁ち合わせ、つ

まり１つの図形をはさみで切り、パーツを組み合わせて面積の等しい他の図形を作り出すこ

とによって、２つの図形の大小比較ができることを扱った（実際は、全て等積であるように

作ってあった）。その後、各自が自分自身のペースで、10数ページにわたるワークシートに

示された10対余りの図形の面積が対ごとにそれぞれ等しいことを調べるために、色画用紙に

印刷された対の一方と同じ図形を用い、はさみとのりを使って裁ち合わせを行う活動に取り

組んだ。

後半部の２時間目には、大きさの異なる２つの正方形から１つの正方形を作るのだが、で

きる正方形の面積は、最初の２つの正方形の面積の和にしなければならないという問題を扱

った。これは、ピタゴラスの定理を裁ち合わせをもとに扱うものであり、子ども達も保護者

の方も熱心に取り組んでくださった。子ども達は、ヒントとして準備したベニヤ板製の図形

パーツを持ち上げたり並べ替えたりするなどして、全身を使って、それらの「難問」に取り

組んだ。

今年度は、子ども達、保護者を含め、午前中には40人余りが、午後には25人ほどが参加し

てくださった。また今回も、休憩時間中にもはさみで図形を切ったりベニヤ板の図形を動か

してみるなど、大変熱心に取り組む子ども達や保護者の方の姿を見ることができた。参加し

てくださった方々に、この場をお借りしてお礼を申します。



サイエンスハウス 

担当：小森博文・理科領域学生 

 

 理科の事前申込型では、例年のように実験を用いた授業を行いました。実験は、毎年恒例の綿菓子と、

紫キャベツを用いた色の変化、炭電池の３つを行いました。 

 

◎色の変化 

紫キャベツを細かくちぎり、袋に水を入れて揉み、色水を作った後、

食酢やせっけん水など、身近な液体を滴下し、液性による色の変化を

見ました。子ども達の投票によって、今までの人気が不動の１位だっ

た綿菓子を抜き、この実験は午前の部では最も人気だったので、子ど

も達の心に残る実験だったのではないかと思います。 

 

◎炭電池 

備長炭を食塩水に浸し、キッチンペーパーとアルミホイルを巻いて

電池を作り、オルゴールを鳴らしました。４つ炭電池をつなぎ、さら

に大きな音を鳴らす実験では、それぞれの班で、子ども達が協力して

いる姿も見られました。授業型ということで、作り方の説明の時に大

きな模型を用いていたのがわかりやすくてよかったと思います。 

 

◎綿菓子 

空き缶に穴を開け、モーターを取り付け、綿菓子を作る装置を作り

ました。事前型の定番となっているこの実験では、今年度は材料費削

減を昨年度からの改善点として工夫を凝らしました。プレゼンも面白

く、子ども達の興味を引く授業ができたと思います。やはり食べ物を

扱った実験なので、最終的な人気投票では、１位を獲得しました。  

このグループは、早めに先輩方に相談するなど、計画的に準備ができ

ていました。 

 

◎まとめ 

 事前申込型の授業は、あらかじめ参加人数が決まっていたので、比較的準備がしやすかったと思いま

す。また、２年生は教育実習がまだの中、子ども達の前で授業をし、子どもと直接関わるという貴重な

体験ができたと思います。 

 反省点としては、準備がギリギリになってしまったこと、もっと先輩方と連絡を取り合えばよかった

ことなどがあげられます。 

 今回見つかった課題も多くありますが、来年度以降の「未来からの留学生」につなげ、より良いもの

にしていきたいと思います。 

（文責：佐藤由香） 



 

みんなで楽しくテニス遊び～テニスの起源を遡って 

担当：石川雄一（テニス部学生） 

 

小学生テニス未経験者を対象にテニス遊びを紹介しながらテニスの導入を行いました。

あるスポーツを学んでいく時、そのスポーツの起源やゲームの発展過程を遡るように導

入していくことは重要だと考えています。今回はテニスの起源ともいえる「ジュ・ドゥ・

ポーム」手のひらでボールを打ち合う遊び体験からはじまり、板状のラケットであるパ

ドルテニス（今回は卓球ラケット使用）、そしてテニスラケットを使ったラケッティング

（ラケット操作遊び）、そして球出しによる打撃と発展させてテニスを学んでもらいまし

た。 

 

大学の講座ですから、まず講義から 

 

最後に球出しからのフォアハンドストローク 



「めざせ!! ボール運動の達人!!!」 

担当：野崎 武司・保健体育領域学生 

 

 私達保健体育領域２回生は、小学生向けのボール遊びである「コロコロボール」を題材

に、実際に小学生を対象に指導を行った。 

事前の準備 

・掲示物 

約束事（全員が楽しく体育を学ぶために 例：喧嘩をしない、悪口を言わない等） 

授業の流れ（あいさつ、先生の紹介、説明、準備運動、チームごとで自己紹介、練習、試合の説

明、試合、まとめ） 

試合のルール（やってはいけないこと） 

上達するためのポイント（投げ方、試合での動き） 

ホワイトボード（作戦や試合での反省点を各チームで話し合った） 

・チーム編成 

学年、男女の比率を考慮し、事前に考え４つの班を作った。 

大学生は各班（４つ）に分かれた。 

・準備運動としての楽しい活動 

「からだをほぐそう」という題で『手つなぎ鬼』をした。様々な学校、学年の子供たちが集まる

ということで、緊張もほぐせる活動を私たちなりに準備した。 

当日の活動 

① はじめに 

あいさつ、先生の紹介、説明（約束事） 

→最初にきちんと、この授業においての約束事を確認した。みんなが楽しく活動できるように、

ここでしっかり約束することが大切である。全員で声に出して読み、例を出しながら説明した。 

② からだをほぐそう 

手つなぎ鬼 

→時間を決めて２セット行った。手をつなぐことにより、子どもたち同士の緊張もほぐれた。声

をかけ合いながら楽しく動けた。２セット目は大学生が鬼から始まり盛り上がった。 

③ チームごとで自己紹介 

→各チームに大学生がつき、４カ所に分かれて自己紹介をした。 

④ 練習 

→投げ方のコツ、対面パス 

 対面パスではフェイクを取り入れた練習をした。投げ方のコツを分かりやすく手本を見せ

ながら伝えた。 

⑤ 班ごとに練習 

→班ごとに４カ所に分かれて練習。２対１や２対２を行った。大学生が改めて少人数に教え

ることで、全体説明の時より理解しやすい様子だった。 

⑥ 試合 

→各チーム総当たり戦で試合を行った。ボールを持ったまま走ったり、ボールを転がしてい



ない子どもがいたため、一試合目が終わった時に全体で再度ルールの確認を行った。試合を

重ねるごとに動きが良くなり、大学生が指導するのではなく、子どもたち同士で声のかけ合

いもできるようになった。子どもたちが一番生き生き輝いていた時間となった。 

⑦ まとめ 

→大学生からのことば 

 

授業の感想 

 今回、私たち大学生がコロコロボールを題材に実際に子どもたちに指導した。指導を終え

てみると、もっといい指導ができたのではないかという悔しさが残った。だが、子どもたち

全員が約束事を破ることなく、「楽しい」「悔しい」「うれしい」といった生き生きとした反

応を見ることができたのは本当に嬉しかった。 

授業構成は夏にコロコロボールを指導する活動に参加させていただいた時、野崎先生に教

わったことを思い出しながら全員で考えていった。コロコロボールを通して「何を学ばせた

いのか」を軸に考え、指導内容を練り上げた。いざ授業が始まってみると、休憩や試合の時

間配分など予定通りに進まなかったこともあった。だが、大学生が各自臨機応変に対応し、

無事成功させることができた。 

 今回の「めざせ!!ボール運動の達人!!」を経て、多くの反省点もあったが達成感を味わうこ

とができ、とてもいい経験となった。一人では決してこのような充実感を得ることができな

かっただろう。先生方、先輩方、同級生の協力があったからである。これからも仲間と協力

することを忘れず、互いに刺激しあいながら成長していきたい。 

 

（文責：山本 智広） 

 



香大アドベンチャー 

担当：中谷博幸、上田俊友、徳高向志、人間環境コース学生 

  

講座の内容は、香川の食べ物や環境問題についてのクイズを解きながら、香川県のことに

ついてたくさん知ってもらおうというものでした。また、それに加えてクイズをスタンプラ

リーの形式にして、キャンパス内を実際に歩いてもらい、参加者にも大学のことを少しでも

知ってもらおうという考えもありました。 

この講座に向けての準備は前日だけで行ったが、コース学生や先生などみんなで協力す

ることによって、目標としていた準備を行うことが出来ました。当日は初めに教室に集まっ

てもらい、ルールの説明や注意などをしたが、その際にアイスブレイクとして「猛獣狩り」

というゲームを行いました。それまでは緊張している子供たちもいましたが、すぐに笑い声

や愉快な声が教室に響きだしました。このアイスブレイクによって、子供たちも緊張がほぐ

れ、子供たちの動きも変わったように思いました。 

対象は小学１年生から小学２年生として、そのレベルに合わせた四択のクイズを出題す

るという形式にしました。クイズの中には少しだけ難易度が高いものもあったようですが、

そこは各々が工夫して、ヒントを出したりしながら誘導したりと臨機応変に対応していま

した。そして、スタンプラリーを終えてきた子供たちを最初に教室に集めて全員の表彰など

を行いました。この講座の本番までは,子供たちをまとめることが出来るかなといった不安

など様々な不安があったが、当日本番の子供たちが喜ぶ姿や元気な姿を見ると、前日までの

不安が払拭されました。特に参加者の中に、「また来年も参加したい」という声もあり、私

自身ではこれが一番うれしいコトバでした。今回、私たちのコースは一から企画を考え、そ

して実施まで行うという貴重な経験が出来ました。この経験の中には大変だったこと・苦労

して頭を悩ませやことなどもあったが、社会に出た時に生きてくるものだとも思いました。              

（文責：上田 俊友） 

 



図形の不思議さ  ━ 正多面体、面積を変えない並べ替え━ 

 

担当： 藤田和憲、岸下直起・佐藤大志朗・松田啓志（学部二年生） 

      １時間目は藤田が、２時間目は数学研究室二年生の松田啓志君が講座を担当した。 

 

活動内容： 

まず、正方形から正三角形への面積を変えない並べ替えにかかわるそれぞれ４枚からなるチッ

プおよびその説明図を配布し，参加者が図形の変化の様子を確かめた。 

続いて、５種類の展開図の辺にメンディングテープを張り付けて５種類の正多面体を作成した。

５個の正多面体（正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体）に対して、それぞ

れの頂点の個数、面の個数、辺の個数を数え、別紙のシートの枠内にその値を記入した。そして、

各正多面体に対して、関係式 

（頂点の個数）＋（面の個数）－（辺の個数）＝２ 

が共通に成立することを確認した。このことは一般の多面体に対しても成立することが知られて

いる。この性質をオイラーの多面体定理という。正四面体でのカウントはまったく簡単であるが、

正十二面体や正二十面体になると、頂点の個数、辺の個数とも多くなり、小学生も付き添いの方

達もきっちり個数を数えるのが大変そうであった。 

 

 



 

円のひみつ 

担当者  内藤浩忠 

内容  円の性質として、円周角の定理を解説した。 

実際に円を描かせ、分度器で実測して定理を実感していただき、未来に習う「証明」の雰

囲気を味あわせた。簡単な図を描かせて円周率が３より大きいことも説明した。さらに折

り紙を使って三角形の性質を説明した。2年生は補助をした。（写真参照） 

 その他、未来に習う予定の、円に関連した数学を展示した。Buffon の針の実験を体験し

ていただいた。 

 

 



「おはなしのくに２０１４～花さか爺さん～」  

                   担当：柳澤 良明・中野美沙他、教育領域学生  

 

 私たち教育学研究室は、「おはなしのくに２０１４」と題して、本来の物語を教育的・道

徳的にアレンジした「花さか爺さん」の劇を行った。また、劇の前に「アブラハムの子」の

踊りを行うことで、子どもたちが劇に集中できることをねらいとした。なお、この講座は幼・

小学校低学年・保護者を対象とし、２時間目と３時間目の計２回行った。 

 

１．準備の流れ 

６月  テーマ決定・台本作り 

７月  仮台本完成・活動計画・夏休み中の活動日決定 

８月  小道具・大道具完成 (計６回準備) 

９月  劇・踊りの練習 (計７回準備) 

１０月 最終確認・会場準備・本番(１２日) 

 

２．当日の流れ 

８：３０  集合・最終リハーサル・最終確認・会場補修 

１０：３５ 本番１回目 ＜踊り「アブラハムの子」、劇「花さか爺さん」＞ 

１１：２０ 昼休憩・一回目の反省・修正 

１３：００ 本番２回目 ＜同上＞ 

４時間目の音読教室終了後 片付け・反省 

 

３．評価できる点・改善すべき点 

 評価できる点 改善すべき点 

準備段階 ・早めの取りかかりで計画的に、余裕を

持って準備を進めることができた。 

・劇・踊りについて互いに意見を出し合

いながら話し合い、改良していった。 

・子どもたちがきちんと劇を見ること

ができるように、簡潔な３つの約束を

作った。 

・特定の人の負担が大きくなり、人

が集まらない時が多々あった。 

・台本を配布するのが遅く、台詞も

うろ覚えのままだった。 

・準備に来ることができなかった人

への伝達がきちんとできておらず、

時間が無駄になることが多かった。 

上演中 ・臨機応変に子どもの発言などを交え

ながらできており、参加型がしっかり

とられていた。 

・子どもに桜を貼ってもらう場面をス

ムーズに行うことができた。 

・暗幕・背景が途中で落ちてしまっ

たため十分な補強が必要だった。 

・子どもたちから舞台袖の様子が見

えてしまい、子どもの興味が舞台袖

に向いてしまった。 



・一人ひとりが自分の役割を練習時以

上に果たしていた。 

・上演終了後から退場の流れが悪か

った(どのように帰すべきか)。 

その他 ・本来の話にはない天使と悪魔で心の

葛藤を表せたことが新鮮でよかった。 

・親御さんの目に届く距離に子どもが

いたことによって互いに安心して活動

できていた。 

・当日受付で来た子どもが対象年齢

外で反応が違った。 

・上演前に子どもを教室に迎え入れ

て待っている間にもっと子どもと

交流するべきだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．感想・まとめ 

 私たちは、「未来からの留学生」に参加し、とても貴重な経験をさせていただくことがで

きた。長期にわたる準備の中には、子どもの発達段階に応じた適切な表現の仕方や環境設定

に悩む、音源・衣装等の決定に時間がかかるなどのたくさんの問題が生じた。しかし、担当

である柳澤先生のご指導の下、時には議論しながら検討し、改善を繰り返したことは、私た

ち自身を成長させたのではないかと感じている。研究室の仲間と協力してやり遂げること

ができた本番は、子どもの自由で好奇心旺盛な発言にも、それぞれが臨機応変に対応してい

くことができ、子どもたちも楽しい時間を過ごすことができたのではないかと思う。 

 また、「未来からの留学生」の実施後、授業内（「教育学演習ⅠB」）で振り返りもさせてい

ただき、「教師の仕事との共通点、教師の資質・能力とは」を考える機会をいただいた。そ

れぞれの学生が、この経験から何かを学び取り、自らの教師像と重ね合わせて新たな課題も

見つけることができた。来年に迫る教育実習も含め、今後の生活に今回の経験を生かしなが

ら、さらなる成長をし続けられるように全員で努力を続けていきたいと思う。 

(文責：学校教育基礎コース教育領域２年 中野美沙) 



エコキャンドルを作ろう！ 

         担当：加藤みゆき・家庭科領域学生 

 

この講座では廃油を使って、環境にやさしいエコなキャンドルを作りました。 

 

■授業の流れ 

 最初に 2層のエコキャンドルを作ってもらうために、子どもたちには事前に作成した３色あるうちの

中から２色を選んでもらい、色を入れる順番を決めました。次に模造紙を使って、作り方を子どもたち

に説明しました。各班に分かれて、まず一層目を流し入れ、固まるまでの待ち時間を使って「家庭にお

ける廃油の処理方法」について手作り紙芝居を用いて説明しました。また、一定の油の量を処理するた

めに必要な水の量についてもクイズにして出題し、油をそのまま水道で流してしまうことが、いかに環

境に悪影響を及ぼしているかについて子どもたちに考えさせました。その後残りの一層を流し入れ、あ

らかじめ作っておいた星型を上に乗せて完成しました。 

 

■工夫・注意した点 

 作り方を説明するときには実物を提示するよう工夫し、子どもたちが具体的に作り方のイメージを掴

めるようにしました。紙芝居は簡単な絵を描いて、ポイントが伝わりやすいようにしました。また画用

紙で矢印の指示棒を作り、注目すべき点を指しながら説明を行いました。空き瓶に廃油を流し入れると

きは、子どもがやけどをしないように軍手を使ってもらったり、各班に学生が付いて援助をするよう注

意をしたりしました。 

 

■講義を終えての反省・感想 

 当日の朝、きれいに色付いていた廃油だったが直前に温めすぎたことが原因なのか、若干変色してし

まいました。また、固まるまで予想以上に時間がかかってしまった上に、子どもによって時間差が出て

しまい、その間うまく場を繋ぐことが出来ませんでした。予想外のことが起きてしまった時に、臨機応

変に対応できる力や、場を繋ぐために話の引き出しをたくさん作っておく必要があるように感じました。

実際に凝固剤を見せたときは、初めて目にする子どもが多かったようで、「この粉でこんなに固まるん」

と驚いた様子でした。今回の講義を経て、子どもたちが実生活の中で少しでも環境に配慮した生活を意

識してくれたらと思います。今回私たちをサポートしてくださった先輩方や後輩、助言して頂いた先生

方、ありがとうございました。           （文責：井口真由香）                  

        

模造紙を用いて作り方の説明   １層目を入れて氷で冷やし   手作り紙芝居による家庭に 

固めている最中        おける廃油の処理方法の説明        



 

 

「中国の遊びを体験しよう！」 

 

            担当：柳澤良明、董晨成、劉明君、何美、近藤貴代、藤田桃子 

１．事前準備 

① 活動内容の確定 

 中国の文化を日本の子どもたちが体験できるように、どのようなゲームをしたよいかについて、担

当の留学生皆と検討した。できるだけ、ゲームの面白さとやりやすさも考えた。挨拶程度の中国語も

学ぶことにし、ゲームの中で使ってもらうことにした。 

② 必要な材料の準備 

 活動内容を決めた上で、必要な材料を準備した。毽子、折り紙と子どもの名札、中国語を勉強する

時に使う絵図など。 

③ 活動の流れと各活動の担当者の確定 

 活動に必要な時間を想定し、活動のやり方と担当の人を決めた。 

 

２．当日の流れ 

 ２時間目（10:15~11:00）と３時間目（13:00~13:45）の２回にわたり実施した。 

時間 活動内容 担当者 備考 

① 10:15〜10:35 

② 13:00〜13:20 

踢毽子 董晨成、劉明君、 

何美 

遊びの前に、中国語で挨拶の言葉や数字の数え

方を子どもたちに教える（ゲームの時に使う）。 

① 10:35〜10:45 

② 13:20〜13:30 

萝卜蹲 董晨成、何美、 

近藤貴代、藤田桃子 

子どもにわかるように近藤と藤田がルールを説

明した。 

① 10:45〜11:00 

② 13:30〜13:45 

折り紙 劉明君、焦学智 できる限り、子どもたち全員ができるようにな

るようにスタッフ全員で支援した。 

 

３．事後の反省 

＜董 晨成＞ 

日本の子どもたちと一緒に中国の伝統的なゲームをやるのは、スタッフ全員、誰も経験がありませ

んでした。どうのように説明したらいいのか、日本の子どもにとって興味があるかどうか、これらの

ゲームを通じて子どもたちは何を勉強できるのか、など最初は本当に悩みました。いろいろな人の意

見を聞き、活動の内容を決めました。しかし、実際に子どもたちがどのような反応をするのかまった

く想定できませんでした。そのため、当日まですごく不安でした。本番の時、活動時間の把握がうま

くいかず、予想より少し変更することになりましたが、スタッフが皆、協力的でどうにか無事に終わ

りました。 

今回の活動は比較的順調に終了しましたが、いくつ課題もあると思います。第一に、日本の子ども



 

 

との接し方です。多少、文化の違いがあるので、一緒に活動をする時の子どもたちの気持ちに注意す

る必要があるという点です。第二に、初めて出会った子どもたちが恥ずかしさを忘れ、積極的に活動

に参加できるようにもっと工夫をしないといけないという点です。 

 

＜劉 明君＞ 

「未来からの留学生」に参加して、いくつの感想があります。 

第一に、このイベントを参加して、日本の子どもたちを知る良い機会になりました。小学生を中心

として参加した子どもたちは、参加の熱情が違います。子どもたちですから、いい雰囲気をもらえる

と思いましたが、皆の熱情が完全には燃えませんでした。こちらの準備にも検討の余地があると思い

ます。ゲームの種類、やり方、説明などについて、まだ工夫する必要があったと思います。 

第二に、親と子どもたちが一緒に参加する場面がありませんでした。参加してくれた子どもたちに

は年齢の差があるため、各年齢の子どもの心理や感想は異なると思います。とくに5、6歳くらいの年

齢の子どもたちは、親への依存がまだ強いと思います。ゲームをするときに、親と子どもたちが一緒

に参加できていれば、子どもたちのやる気がもっと出たかもしれません。 

子どもたちは遊び好きですが、年齢や性格を適当な方法で分析する必要があると思います。国と国

の考えは違いますから、子どもたちについても、この点が大切であると思います。 

 

＜何 美＞ 

 私が参加した「未来からの留学生」の活動で初めて日本の子どもたちと触れ合うことができました。

私が子どもの時によく遊んだゲームをしたので懐かしかったです。折角の機会なので、ぜひ日本の子

どもたちに喜んでもらい、良い思い出を作ってもらおうとやる気満々で、子どもたちに会う前は「よ

し、がんばろう」と意気込んでいました。気持ちを引き締めて、ニコニコして子どもたちが来るのを

待っていました。 

 午後、私の担当する出番になりました。子どもたちは低学年の子ばかりでした。最初に私は中国語

の「你好（こんにちは）」という言葉を子どもたちに教えました。「你好」を言ってもらいながら、握

手してもらいました。しかし、子どもたちが握手した時、目を合わさず、頭を下げて小さな声で挨拶

しているのに気付きました。元気のなさそうな子どもが何人かいました。すごく元気な子どももいま

したが、少なかったので寂しかったです。 

 次に一緒にゲームをした時に、何人かの子どもたちがどうしても皆と合わせてくれませんでした。

折角来てくれたのに、良い思い出を残してほしいと思いました。ゲームをした時に手を振ったりしゃ

がんだりしました。また何人かの子どもたちが動かずに立ったままでいるのを見て、子どもの手を上

げて、「こうですよ」と教えました。終わってから、先私が触った一人の女の子が泣きそうになったの

で、「あそこまでしない方が良かった」と言われました。 

 私は家に帰ってから落ち込んで色々考えました。もっと子どもたちとの接触のしかたを勉強すべき

だったと悔みました。その反面、もし私があの子どもたちを放っておけば、保護者たちはどう思った



 

 

だろうかとも思いました。保護者は子どもを連れて来て、他の子どもたちと遊ばせたいと思っていた

はずです。ですから、子どもを放っておくのは良くないと思いました。 

 日本の子どもたちはあまり子どもらしくないと思いました。やる気がない子どもも多いです。子ど

もなのに笑顔がないです。家庭での育て方にも問題があるのではないかと思いました。 

 

 

 



リズムに合わせてバンブーダンス♪拍子を感じよう！ 

担当：稲田隆之・若井健司・音楽領域学生 

 

 本講座では，子どもたちと一緒にバンブーダンスで拍子に合わせてステップを踏み，最後には曲

に合わせて拍子を体感しました。バンブーダンスとは主にフィリピンに伝わるもので，数本の竹を

ゴムとびのようにして跳び踊るダンスです。今回はそのバンブーダンスを簡単にアレンジし，子ど

もたちがステップを踏むことで 2 つの拍子を体感できるようにしました。 

 

 〈活動の流れ〉 

・活動の目的・バンブーダンスについて等の説明 

・3 拍子 

 学生によるステップのお手本 

 ステップ解説 

 ～練習①～ 

 うまく跳ぶヒント提示(弱拍・強拍の説明) 

～練習②～ 

曲に合わせてダンス(♪エーデルワイス) 

・4 拍子 

 学生によるステップのお手本 

 ステップ・弱拍・強拍の説明 

 ～練習～ 

 曲に合わせてダンス(♪ドレミのうた) 

〈講座を終えて〉                        

 当日は少し流れが慌ただしくなってしまっ

た部分もありましたが，子どもたちはそれぞれ

に楽しんで汗をかきながらバンブーダンスの

ステップを踏んでいました。 

 子どもたちにとっては難しいステップもあ

ったようで，何度も失敗をしていました。しか

し，弱拍・強拍などのコツをつかみながら積極

的に練習に取り組み，3拍子⚫4 拍子を体感する

ことができたようでした。また，あらかじめ学

年によって班を分けていたので，少し跳ぶのが

困難そうな低学年の班では少しステップを簡

単にして挑戦したりと，それぞれに柔軟な対応ができたと思います。そのかいもあり，曲に合わせ

て跳ぶときは周りの保護者の方が一緒に歌を歌ってくださったりして，終始とても楽しい雰囲気で

活動をすることができました。 

(音楽領域 3年 山下光) 



世界の遊びで体を動かそう！  

国際理解教育コース 担当：柴田昭二、国際理解教育コースの学生 

―総評― 

国際理解教育コースでは小学生に世界の遊びに実際に触れて感じてもらうことをテーマに

しました。今世界で大流行している Cups、古くから知られるインドの遊びカバディ。これ

ら以外にも世界には数えきれないほどの遊びがあります。名前は聞いたことあるけれど、

どんな遊びだろう・・・？そんな世界の遊びを知ってもらい、参加してもらった小学生が

世界に関心を持ってもらえれば嬉しいです。国際理解教育コースでは原則学生全員に参加

としていましたが、それぞれがスケジュールを調整して協力して取り組むことができまし

た。ありがとうございました。 

(国際理解教育コース 2年 樋口大輝) 

 

―Cups― 

Cupsでは英語の音楽に合わせてカップで遊びました。Cups担当の学生が当日 4人しか集ま

らなかったのにも関わらず、成功させることが出来たのは Cups担当ではない学生の協力が

あったからだと思います。Cups担当の学生４人だけで 15人以上の子どもたちに教えること

は不可能でしたが、他の学生が当日練習し自主的にサポートしてくれました。当日の学生

の参加人数を考えカバディ担当の学生にも Cupsを練習する時間を事前にとり、マスターし

ておいてもらわなかったのは反省点ではありますが、臨機応変に行動してくれた学生のお

かげで、子ども達にも楽しい時間を過ごしてもらえたのではないかと思います。 

(国際理解教育コース 2年 山越咲) 

 

―カバディ― 

"国際理解教育コース"という、小学生にとっては「どんなお勉強をするところだろう？」

という疑問を、頭でだけでなく、身体で感じてもらおうと学生で考え実行したのが"カバデ

ィ"です。遊びから学び、他国について考える、少しでも多くの子どもたちに興味を持って

もらえればいいなと思う気持ちでいっぱいです。短い時間でしたが学生自身も子ども時代

に戻ったような気持ちで子どもたちと共にプレーができ、とても良い経験となりました。 

(国際理解教育コース 2年 山神藍) 



 



夢の国へレッツゴー！ 

           担当：岡田 涼・発達臨床コース学生 

 

１． 活動内容 

発達臨床コースでは昨年同様、物語の世界を子どもたちに楽しんでもらえるような企画

をしました。今年は「ディズニー」をテーマにし、４つのアトラクションを準備しました。 

➀ 雪玉投げゲーム：雪玉に見立てたボールをキャラクターの口の中に入るよう投げても

らう。 

➁ 輪投げゲーム：輪を入れてもらう棒の一本をピノキオの鼻に見立てて、輪投げをして

もらう。 

➂ ボーリング：ボーリングのピンをディズニーアニメに出て来る悪役にし、倒してもら

う。 

➃ 夢を書く：画用紙に、自分の将来の夢を文字や絵で書いてもらう。 

 当日は百人以上の子どもたちが参加してくれました。参加してくれたお礼として準備し

ていた手作りのメダルも好評のようでした。また、どのゲームも楽しかったようで、何度

も訪れてくれた子どももいました。自分の夢を絵や文字で楽しそうに表現する姿が見られ、

完成すると保護者の方に見せたり、黒板の前に飾ったりしていました。 

２． 留意した点 

多くの子どもたちが一度にアトラクションに入るこ

とが出来ないため、昨年同様隣の教室を待合室にし、

順番待ちをしている子どもたちには整理券を配りまし

た。待合室では、学生スタッフが子どもたちと一緒に

絵を描いたり折り紙をしたりしました。また、安全を

考慮して、教室前の手すりに段ボールを貼りました。 

（発達臨床コース 田中美樹） 

      



エコキャンドルを作ろう！ 

         担当：加藤みゆき・家庭科領域学生 

 

この講座では廃油を使って、環境にやさしいエコなキャンドルを作りました。 

 

■授業の流れ 

 最初に 2層のエコキャンドルを作ってもらうために、子どもたちには事前に作成した３色あるうちの

中から２色を選んでもらい、色を入れる順番を決めました。次に模造紙を使って、作り方を子どもたち

に説明しました。各班に分かれて、まず一層目を流し入れ、固まるまでの待ち時間を使って「家庭にお

ける廃油の処理方法」について手作り紙芝居を用いて説明しました。また、一定の油の量を処理するた

めに必要な水の量についてもクイズにして出題し、油をそのまま水道で流してしまうことが、いかに環

境に悪影響を及ぼしているかについて子どもたちに考えさせました。その後残りの一層を流し入れ、あ

らかじめ作っておいた星型を上に乗せて完成しました。 

 

■工夫・注意した点 

 作り方を説明するときには実物を提示するよう工夫し、子どもたちが具体的に作り方のイメージを掴

めるようにしました。紙芝居は簡単な絵を描いて、ポイントが伝わりやすいようにしました。また画用

紙で矢印の指示棒を作り、注目すべき点を指しながら説明を行いました。空き瓶に廃油を流し入れると

きは、子どもがやけどをしないように軍手を使ってもらったり、各班に学生が付いて援助をするよう注

意をしたりしました。 

 

■講義を終えての反省・感想 

 当日の朝、きれいに色付いていた廃油だったが直前に温めすぎたことが原因なのか、若干変色してし

まいました。また、固まるまで予想以上に時間がかかってしまった上に、子どもによって時間差が出て

しまい、その間うまく場を繋ぐことが出来ませんでした。予想外のことが起きてしまった時に、臨機応

変に対応できる力や、場を繋ぐために話の引き出しをたくさん作っておく必要があるように感じました。

実際に凝固剤を見せたときは、初めて目にする子どもが多かったようで、「この粉でこんなに固まるん」

と驚いた様子でした。今回の講義を経て、子どもたちが実生活の中で少しでも環境に配慮した生活を意

識してくれたらと思います。今回私たちをサポートしてくださった先輩方や後輩、助言して頂いた先生

方、ありがとうございました。           （文責：井口真由香）                  

        

模造紙を用いて作り方の説明   １層目を入れて氷で冷やし   手作り紙芝居による家庭に 

固めている最中        おける廃油の処理方法の説明        



切って貼って塗って！オリジナル傘を作ろう！！ 

担当：古草敦史・美術領域学生 

 

会場：2 号館 3 階教材研究開発室 

対象：小学校 1～6 年生と保護者 

時間：第一部 9：30～11：20 第二部 13：00～14：50 
 

＜事前準備＞ 

材料テーブルに新聞紙を敷いたり、

材料の場所や後片付けの時間がわかり

やすいように貼り紙を作ったりしまし

た。また、子どもたちが触って危なそ

うな物や不要な物を片付け、教室全体

をしっかり清掃しました。 

 

＜当日の様子＞ 

材料の使い方や後片付けの仕方、気

を付けてほしいことなどを最初に説明

し、その後は各自テーブルを回って子

どもたちのお手伝いをしまし

た。子どもたちは絵の具だけ

でなく、スパンコール、ひも、

セロハンなどを駆使して、材

料を準備した私たちには想像

できなかったような使い方や

工夫を見せてくれました。ス

パッタリングは特に人気で楽

しんで使ってくれました。 

子どもたちだけでなく、保

護者の方々にもとても積極的

に参加していただけました。

それぞれが独自の発想やこだ

わりを持っていて、まったく違ったオリジナル傘がたくさんでき上がりました。当日のキャン

セル対応や人気の材料が足りなくなるなどのトラブルもありましたが、どちらも対応でき無事

に終えることができました。私たち学生も子どもたちと一緒に楽しめ、とても充実した一日に

なりました。 



空まで届け！ペーパーグライダー  

担当教員：山田貴志 技術領域学生  

活動内容 

子どもたちと一緒にペーパーグライダーを作成し、実際に作ったものを外で飛

ばしてあそぶ。 

目的   

     作業を通してものづくりの楽しさを感じてもらうことや、積極性などを促すこ

と。自分たちで考えて工夫をする力を身に付けてもらう。 

当日の様子 

            

      

振り返り 

     私たちが用意した説明書は、小学生を対象にしたとき難易度の高いものになる

と思っていたが、保護者の方々の協力もあってスムーズに進んだ。製作過程だ

けで子どもたちに考えてもらうのではなく、実際に外で飛ばしたときにどうし

たらもっと飛ぶのかを考えてもらえたので、目的が実現してよかった。骨組も

なく、たった一枚の厚紙だけでここまで丈夫な飛行機が作れることを分かって

もらうことができた。また、真剣に作業に取り組んでもらえたこと以外にも、

子どもたちが純粋に楽しんでいる顔が見られてよかった。 



「やったことない みたことない 挑戦の秋」 

担当：野崎武司 学生代表：片岡大典  

＜活動内容＞ 

「やったことない みたことない 挑戦の秋」と題し、子どもたちにはバルーンアート

に挑戦してもらいました。 

 今年が初めての試みで、なかなかアイデアも浮かびませんでしたが、仲間と力を合わ

せて今年はバルーンでキリンやウサギなどの動物を作ってもらい、作品を用意した動物

園を模した展示ブースに子どもたちに展示してもらい動物園を皆で作り上げてもらうこ

とにしました。    

＜子どもとの関わり＞ 

 子ども達はとても積極的で、一人で何種類も作る子もいれば、同じ種類の動物を誰よ

りも上手く作ろうと努力する子も見られ、初めてのバルーンアートへの挑戦を楽しんで

いる子どもたちの姿はとても感動しました。そして、そんな子どもたちの様子を見て「や

ってよかった」と心から感じることができました。 

＜当日までの準備＞ 

 夏休みに学校外から講師をお招きしてバルーンアートの技術や伝わりやすい教え方な

どを伝授してもらい、講座の構成や準備物の製作、会場設営など仲間と頭をひねり、意

見を出し合い、作り上げていく時間はかけがえのないものになった。 

＜感想＞ 

 この未来からの留学生を通して、私は教員を目指すうえで、仲間との連携は必要なも

のであると強く感じた。たくさんの子ども達に活動を通して何かに挑戦する大切さを伝

えるのが目的だったが、これは私一人の力ではできなかったと思う。メンバーで話し合

い、協力することがなければ、この目的は果たされなかったはずだ。したがって、これ

からも私は子どもたちとの関わりももちろん大事にしながら、子どもたちのより良い教

育のために仲間と連携がしっかりととれるような教員になりたいとおもえるものだった。 

 



音読教室（第８回「きょうから音読名人！」プレイベント） 

担当：池西 郁広・学生有志 

―音読教室の開催にあたって― 

 今年で「きょうから音読名人！」のイベントも第８回目を迎えます。毎年楽しみにしている子

どもたちや，保護者の方も多くおり，今回のプレイベントである「未来からの留学生」での音読

教室には，たくさんの子どもたちが参加してくれました。そのため，多くの学生の力が必要とな

り，研究室の壁を越え，たくさんの学生の協力によって，無事開催することができました。でき

る限り，子ども１人に対し学生が１人つくことができるようにし，一人一人にあった丁寧な指導

ができるよう，心掛けました。そのため，元気な音読とたくさんの笑顔があふれた，子どもも学

生も保護者の方も楽しむことのできる音読教室となったのではないかと思います。お忙しい中，

たくさんの方が音読教室に携わっていただいたことに心から感謝します。 

―楽しく学べる音読教室をめざして― 

 音読教室では，参加したこどもたちがもっ

と音読が好きになれるよう，楽しく学べるこ

とを第一に考えました。そのため，それぞれ

の子どもの担当の学生は子どもたちがリラッ

クスをして楽しめるように，休憩時間には緊

張がほぐれるよう笑顔で話しかけていました。

音読教室の最初には「３時のおやつは」のゲ

ームを行い，自然と子どもと学生との距離が

近くなり，ハイタッチをする姿やたくさんの笑顔を見ることができました。音読指導に関しては，

声の出し方やいい姿勢，アクセントなどについて全体で確認し，その後学生がそれぞれの子ども

と向き合って個人指導を行いました。元々音読が好きでとても音読が上手な子どももいる中で，

「ここはどうやって読もうか。」と子どもと話しながら読み方の工夫を考えたり，もっと上手にな

れるような指導を行い，子どももその指導をしっかりと受けて，音読がより上手くなっていまし

た。子どもを迎えにきた保護者の方とも，にこやかに話をし，お礼をいって帰って行かれる方も

たくさんおり，参加したそれぞれの人にとって，充実した音読教室になったのではないかと思い

ます。 

―学生スタッフ一人一人の意識― 

 子どもたちに音読指導を行うだけではなく，司会や受付，

案内等それぞれの役割があり，準備や当日，それぞれの学生

が臨機応変に対応してくれたことにより，スムーズな運営を

することができました。みんなが音読教室を成功させたいと

いう共通の思いを持ち，高い意識のもと協力できたからこそ，

今回の音読教室は成功を収めることができたのではないかと

思います。 

（文責：教育学研究室３年 鈴木 るり子） 

 



Let’s go to science ～レッツゴートゥーサイエンス～ 

                      担当：小森博文・理科領域学生 

 

◎色が変わるプ二プ二ボール 

 自由参加型体験教室で今年もプ二プ二ボールの実験を行いました。今年は新しく「プ

二プ二と優しく揉むと色が変わっていくプ二プ二ボール」という実験をしました。プ二

プ二ボールに重層や酢を混ぜ、さらにＢＴＢ溶液を加えることにより、ＢＴＢ溶液が重

層や酢とプ二プ二ボール内で反応し色が変わっていくという実験でした。自分でボール

を揉んで色が変わっていく様子は面白く子どもたちからとても人気でありました。何回

も作りに来る子が多くいた。最後には特大のプ二プ二ボールを作り、子どもや親からも

注目をかなり浴びていて、このブースの目玉となる実験になりました。担当者一同非常

に満足のいく結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

◎浮沈子（お魚釣りゲーム） 

 ペットボトル、醤油入れの魚の入

れ物、水、ビーズなど身近にあるものを使って浮沈子を作りました。お魚に子どもたち

の自分の好きな絵を描いてもらう場面や実際にタイムを測って競争する場面では、非常

に真剣に取り組んでいる表情が伺えまし

た。ゲームに成功した時の子どもたちの笑

顔は最高に輝いていました。保護者の方々

からも「お家で簡単に作れるので良いね。」

と好評を頂きとても満足がいく実験にな

りました。 

 

 

 

◎歯磨き粉ボート 

 発砲スチロール、歯磨き粉、水などこちらも身近にあるもので水の上を進んでいくボ

ートを作りました。歯磨き粉を発泡スチロールで作ったボートの後ろに塗ることによっ

て、水の上に浮かべると歯磨き粉の表面張力の力で前へ進んでいくという実験でありま



した。この実験は「歯磨き粉を塗るだけで進むの？ すごい！」という驚きで子どもた

ちは興味が湧いていた。さらに、保護者の方々もビックリされていてなぜ進むのかとい

う説明をすると「なるほど！すごいね！」と反響が多く、保護者から一番良い評価を頂

きました。科学の不思議、楽しさを体験してもらえたのではないかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○総評 

 自由参加型では身のまわりの物を使った実験ということで子どもたちにも実際に作

ってもらい様々な経験をしてもらう事が出来たと思います。また、各ブース工夫を凝ら

した実験が出来たと思います。もちろんそれぞれのブースや展示の面において改善の余

地はまだまだあります。しかし、今年新たに見つかった課題を来年以降の「未来からの

留学生」につなげ、さらにより良いものにしていきたいと思います。 

 

                   （文責：自由参加型代表 新谷健太郎） 



夢化学２１ in Kagawa 

担当者：高木由美子・理科領域学生 

夢化学２１ in Kagawaは、例年実施しています。今年は、一号館二階物理理学実習室を

お借りして行いました。一号館は、受付から、少し離れたところにあり、毎年場所が分か

らないという人が多くします。そこで、一昨年から、一号館三階から二階へのぼりを下ろ

し、外から見ても場所が分かりやすいような工夫を行っています。 

準備に関しては、一カ月前から磁性イオン液体作成し、子どもたちが楽しく体験してもら

えるような展示方法の研究を重ねました。従来の磁性イオン液体の展示方法はそこが広い

シャーレに潤滑油を用いて、磁石に引きつけられるのが見られる物だったのですが、一昨

年度から私たちは、プラスチック容器に迷路を作り、磁石を裏から当てて、磁性イオン液

体を動かし迷路を楽しんでもらうというおもちゃを作成しています。今年は、例年より大

きなプラスチック容器を準備し、より満足してもらえるような迷路を作成しました。 

 

 

 

また、磁性イオン液体のブースだけでなく、ペーパークロマトグラフィーの原理を紹介す

るブースも開設しました。ペーパークロマトグラフィーのブースでは、ろ紙と水性ペンを

用いて、一つの色のペンから複数の色を分けて取り出す実験を行い、鮮やかな色が移った

ろ紙をラミネートし、しおりにしてプレゼントしました。一週間前から部屋の準備も始め

ました、参加してくれた方々が明るくなるような飾りつけや、ブースではどのようなこと

が行われているのかが分かりやすいように、ポスターも作成しました。 

 当日は、同館の二階三階で開かれている理科領域のブースも手伝って多くの人が参加し

てくれました。 

アンケートの結果から、子どもたちはどの展示や実験に対しても楽しかったという回答



が多く、特に、磁性イオン液体のブースに人気が集まったようです。 

未来からの留学生に参加してくれた人たちに最先端の科学やクロマトグラフィーのような

不思議な現象に触れあってもらうことにより、広く科学に興味をもってもらえたと思いま

す。また、香川大学博物館を広く紹介することによって地域貢献ができたことは、大学の

開催行事として良いことができたと思います。しかし、これに甘んじることなく、広く科

学に興味を持ってもらえるような活動を通して、地域に貢献できるより良い活動を行って

いきたいと考えています。 

 

 

（文責 安井 雅紀） 



マジック・バルーンアート・ジャグリング体験 

メルシー笑クラブ 2014年度部長 高橋卓也  

 

 私たちメルシー笑クラブは 10月 12日に、香川大学でおこなわれた「未来からの留学

生」に今年も参加しました。私たちがした活動はテーブルで行うクロースアップマジッ

ク、風船で犬や花を作るバルーンアート配布、ジャグリング道具に直接触れておこなうジ

ャグリング体験です。 

間近で行われるマジックの数々に子供たちだけでなく、その親御さんまで驚き、とても

楽しんでくれていました。バルーン配布は毎度の大盛況でした。子供にバルーンを作って

いる間は、どうしても退屈させてしまうことが多くなるのですが、積極的に話しかけるこ

とによって楽しんでもらえるように工夫しました。ジャグリング体験の際、使い慣れない

道具で子供がケガをしたらいけないので、子供から目を離さないように気を付けました。 

 特に大きな問題もなく終えることができました。子供さんだけでなく、その親御さんに

も楽しんでいただくことができました。 

 

   

 



LEGOで遊ぼう！ 

担当：谷本里都子・学校教育基礎コース学生・特別支援教育コース学生 

 

本講座は，子どもの自主性に任せて作品を作り，LEGOを楽しんでもらうことが目標であ

った。安全面には学生も注意を払っていたため，子どもたちも楽しく，のびのびと LEGO

を作ることができた。 

 LEGOを作るに当たって，多くの子どもたちは自分の作りたいものを各自で作ることがで

きていた。また，何を作ろうかと迷っている子どもや作り方がわからない子どもには，必

ず声をかけて，作り方の例を見せるなどして，子どもに個別に対応することができた。事

前に作り方がわからない，何を作ったらよいか迷っている子ども向けに，LEGOの代表作品

の例と作り方をインターネットや本等で探してプリントアウトしていたため，子どもにも

わかりやすい講座になったと思う。 

 自由参加型の講座であったが，大変多くの子どもたちが参加してくれた。子どもたちが

作った LEGOの作品をデジカメで撮影し，プリントアウトするサービスも親子共に非常に

喜んでくれた。子どもたちが一斉に写真撮影に来て，プリントアウトに時間がかかること

もあった。そんな時，学生が子どもたちにもっと声を掛けて，一緒に遊んであげることが

できたら良かったと感じた。 

 子どもたちは最初，学生となかなか打ち解けることができず困っていたようだったが，

学生側から働きかけることよって，徐々に学生に質問したり，話しかけたりができるよう

になった。完成した作品を保護者の方々に見せている子どもたちの姿を見て，こちらまで

うれしくなった。 

 私たち学生も久しぶりに LEGO をすることで，子ども心を思い出すことができた。また，

子どもとかかわる中で，個性や年齢等を考えて，一人一人の子どもによってかかわり方を変

えることの重要性を改めて実感することができた。教師を志す私たちにとって，今回のよう

な子どもたちとのかかわりは貴重な体験であり，今後に生かしたいと感じた。このような体

験ができたことが最大の収穫である。 

（学校教育基礎コース３年 孝忠 芳明） 

 



体験しよう！さかさワールド 

 担当：宮前 淳子・心理領域学生   

 

 今回、未来からの留学生に参加させてもらった。今年は例年よりも楽しんでもらおうという思いで取り組

み、先生方や心理研究室みんなの協力もあってスムーズに準備を終わらせる事が出来た。当日は本当

に多くの子ども達が並んでくれて、さかさ眼鏡をかけるたび、「うわ、すごい！」、「逆に見える！」など驚き

の声が上がった。少しでもいいタイムを出そうと、体の感覚に任せてゴールする子どももいれば、さかさの

世界を楽しみながらゴールする子どももいた。私たちは、紛れもない子どもの笑顔を目にする事が出来た。

これからも、積極的に様々な子ども達とかかわっていきたいと思う。(大熊直人) 

 

 私たちの企画したさかさワールドは 2 時間程度のイベントであったが、その短い時間で子どもの好奇心

や無邪気さを垣間見る機会となった。見た目での判断ではあるが、子どもの年齢層も幅広く、幼児から小

学校の中学年・高学年までが、さかさ眼鏡の上下反転の世界を楽しんでおり、企画した私たちも達成感に

満ち溢れた。また、今回のイベントのために心理領域の全員で協力して準備・運営を行い、メンバーの親

睦を深める良い機会となった。今後も教育学部の授業の一環として児童・生徒とかかわる機会があるが、

その際に今回の活動をふまえて接するように心掛けたい。（冨田修人） 

 

 今回の未来からの留学生の活動で、子どもの目線に立ってみて、子どもの立場から考えることが大切で

あるということを実感した。準備の時から、子どもが来たらということを想定しながら、子どもたちは何を見て

何を感じてどういう空間がより楽しいと思うのか考えながら、皆で準備を進めることができた。また、当日は

4 歳くらいの子どもから小学校高学年くらいの子どもまで様々な年齢の子どもたちと関わることができ、ひ

とくくりに子どもと言っても、できることや考えること、興味をひくものが全く違うのだと感じた。今後も子ども

の目線に立って、一人ひとりに合わせた関わり方をしていきたいと思う。(山本 瞳) 

 

 今回の未来からの留学生での活動、「さかさワールド」は子どもたちから大変人気であることを身をもっ

て体験することができた。本当にたくさんの子どもたちが、自分より順番が前の子どもたちが体験している

様子を見て、好奇心に目を光らせ、胸を躍らせている様子を目の当たりにすることができ、今後教員を目

指していく上で大変貴重な体験ができた。私が教壇に立つようになった際には、今回の体験で見ることが

できた、子どもたちのキラキラした笑顔を引き起こさせる働きかけをしていきたい。そのために、今後も

様々な経験を積み上げていきたいと感じた。（大西佑詞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



シャボン玉であそボン☆  

担当教員：片岡元子・幼児教育コース  

 

 幼児教育コース恒例のシャボン玉講座は、例年通り

２・３年生合同で行いました。多様なシャボン玉に幼

児、小学生、大人までが夢中になって楽しんでくれま

した。  

 

 <学生からのコメント > 

 昨年、シャボン玉の開催場所が全体受付の前（教育

学部北門）に変わり、たくさんの方が参加してくれた

ので、今年はより楽しんでもらえるように準備に励み

ました。  

今年は、新たに軍手をつけた手でシャボン玉に触る

ことが出来る「はずむシャボン玉」を用意しました。

子どもたちは机に並べられた軍手を見つけ「これなに？」と興味津々でした。そして、

そっとシャボン玉を触ると「触れた！」と嬉しそうな笑顔を見せてくれました。私た

ちも子どもたちと一緒に夢中でシャボン玉を追いかけました。大きなシャボン玉の中

に入れる巨大シャボン玉ブースでは、自分がシャボン玉に入ることに驚いたり喜んだ

り反応は様々でした。  

今年は台風の影響で雨天や中止も危ぶまれました。北門付近には雨をしのぐ場所が

なく、雨天の場合の開催についても試行錯誤し、用意するシャボン液の量や開催場所

など、前日まで悩みながら準備をしました。しかし、当日は 遊んでいれば汗をかくほ

どの晴天に恵まれ、無事終えることが出来ました。  

大きなトラブルはありませんでしたが、改善点や反省点が多く見つかりました。恒

例の講座となっているからこそ、より子どもたちに楽しんでもらえるように毎年改良

を重ねていきたいです。私たち学生にとっても大変貴重な時間となりました。  

（幼児教育コース：石川春佳  金田幸恵  高平知佳）  

 



 

模型で見る四国・香川の鉄道 

担当教員：黒田 勉 

学生：教育学部学校教員養成課程，技術・情報領域 2，3年生 

 

 今年度も昨年度に引き続き，8 号館 811 講義

室で行った．本年度も，本学部 OB で，このレ

イアウトの作者が来られて，展示運転等のお手

伝いをして頂いた． 

 例年ポスターを印刷し，配布を行った． 

 また，今回は，ビデオカメラ搭載車輌からの

画像が，うまくプロジェクタに投影されなかっ

たが，午後には解決した． 

 

 自由参加型の展示ということで特に休憩時間には，ひっきりなしに参加者が訪れるとい

うことになった．終了間際に長大編成の貨物列車を運転したところ，大変好評であった． 



いざ行かん！百人一首の世界へ  

担当：池田恭哉・国語領域学生 

国語領域では、421 教室において、百人一首の歌かるたを楽しめる自由参加型の講義を、

附属高松小学校の競技かるた部と連携して開催した。スタッフは主に教員 1名（池田）、学

生 6 名（2 年生）が担当し、開催時間は、2 時間目（10 時 35 分～11 時 20 分）であった。

ここから順を追って詳細を記述する。 

①会場準備（10月 10日午後 6時～7時） 

本年度は、会場内に４つのブース（かるた競技の観戦、五色かるた、散らし取り、坊主め

くり）を作製した。教室の机と椅子を重ねて端に寄せ、床にブルーシートや茣蓙を敷き、会

場内には、ブースの案内やルールを記したホワイトボードを設置した。 

②当日の様子（10月 12日午前 9時 30分集合 午後 1時解散） 

 スタッフは開催時間の 1 時間前には会場入りし、プロジェクターの動作確認などの最終

確認を行い、カルタなどの備品を各ブースに配置した。 

講座は 2部構成で行われた。まず、講座の冒頭部分 15分間を使って、小倉百人一首につ

いての説明や、ブースで楽しめるかるた遊びのルール説明を行った。説明終了後は、学生ス

タッフと 3 年生のボランティアを各ブースに分担して配置し、子供たちは、自由にどのブ

ースにも行けるようにした。 

③良かった点と改善点 

 五色かるたと坊主めくりのブースには、他のブースから移動してきた児童の飛び入り参

加が多く見られた。進行が早く、すぐに次のゲームに移行するという特性が、有効に働いた

のだろう。 

 しかし、来場者が多かったため、会場の人口密度は想定以上に高くなり、混雑していた。

来年度はスペースの使い方に工夫が必要だろう。 

 説明用のスライドは、読み仮名を付け、和歌の訳を身近な言葉に書き換えるといった工夫

をすべきだったかもしれない。小倉百人一首は、小学生に説明して理解してもらうには難し

い題材である。今回は、子供たちの反応にそれを痛感した。 

 競技かるた部の児童に、学生は手も足も出なかった。来年度には、可能な限り百人一首を

覚えて、いい勝負が出来るようにしたい。 

  

（文責：国語国文学研究室 2年 山本 啓） 



Let’s Enjoy a Quiz in English!  

担当：ポール・バテン教員、横田肇さん、香川友さん、英語領域学生 

活動内容：子どもに外国への関心を持ってもらうため、今年は「Let’s Enjoy a Quiz in English!」

と称して、異文化の言語や文化についてクイズ形式で紹介しました。クイズには 3 つの難易度

を設け、それぞれに点数を割り当て、点数に応じた数のスタンプをもらい、そのスタンプを、

ブースを回りながら集めて行くというスタイルを取りました。また、こどもたちにも是非英語

を使ってコミュニケーションを取って欲しかった為、英語のフレーズを紹介し、そのフレーズ

を用いるとボーナス点がもらえるという形にしました。クイズを通して異国の知識にふれたと

きのこどもたちの笑顔がとても印象的でした。 

当日の活動の様子 

子どもたちは積極的に難易度の高い問題に挑戦し、問題が分からなければ、英語のフレーズを

用いて、ヒントをもらったり、簡単な英語に言い換えてもらったりして、ブースを回りながら、

クイズを解いていきました。最後には、賞状とメダルをもらい、とても誇らしげな様子でした。 

教員からのコメント  

今年も英語研究室の学生が一生懸命準備をした結果、良い雰囲気で行うことができました。参

加した児童は４０人ぐらいで、英語でコミュニケーションをはかることに興味津津で、教員を

めざしている大学生にとっても良い支え・励ましとなりました。    (英語領域 バテン教員) 

              

学生からのコメント  

 クイズを通して子どもたちが異文化に興味をもったり英語で話をすることを楽しいと感じた

りできるように、意見を出し合い準備を進めました。当日は様々な年齢の子どもたちがやって

きてくれ、英語でのあいさつや質問に挑戦しながら目を輝かせてクイズに参加してくれました。

最初は英語が飛び交う空間に少しためらいがちだった子も帰る頃には笑顔になっており、異文

化や英語に楽しく触れることができたのではないかと思います。来年はさらに子どもたちが英

語や異文化の魅力感じられるように改善していきたいと思います。 (英語領域４年生 香川友) 

    



太陽黒点を観察しよう  

担当：松村雅文・理科領域学生  

 

 例年と同様、研究交流棟屋上の天体ドームにおいて、太陽観察を行う自由参加

型の講座を計画した。スタッフは、教員１名（松村）、学生２名（３年生１名、４

年生１名）、大学院生（M1）１名であり、開催時間は、昼休みの 12 時～13 時を

予定していた。しかし、今回は以下に記すように、台風 19 号の接近で曇天であ

ったため、中止にした。  
 

(1) 当日の天候： 数日前から台風 19 号が接近中で天候不良が懸念されたが、当

日の午前中は、薄雲を通じて薄日が差していた。そのため、実施が可能ではない

かとも思われた。しかし、人工衛星「ひまわり」の雲画像を見ると、薄日が差し

ていたのは、台風の雲の隙間があったためであり、次第に厚い雲が接近しつつあ

ることが判った。また、薄曇りでは、太陽表面のコントラストが落ちるので、参

加者の満足度が低下することが予想された。これらを考え、中止するという決断

に至った。  
 

(2) 太陽活動の状況について： 太陽黒点は、11 年周期で増減を繰り返す。2014

年は、黒点の数の極大期に相当しているが、今の極大期は、過去の極大期に比べ、

黒点の数は少ない。しかし、観察を実施していれば、幾つかの黒点が確認できた

はずである。実際、2014 年 10 月 10 日の基礎地学実験においては、2 黒点が確認

できていた。  

 

 

写真左：ここに、長蛇の列ができるはずだった。  

写真右：曇天のために中止になった旨の掲示。  



おいでよ人形の国 

担当教員：片岡 元子・幼児教育コース 

 

 

人形劇の講座は、去年から開催されました。今

年は２年生を中心に劇をし、幕間を３年生が盛り

上げてくれました。それぞれ違ったおもしろさの

ある物語を４つ披露し、子どもたちも楽しんでく

れていました。 

 

＜学生からのコメント＞ 

 私たち幼児教育コースは人形劇をしました。

みんなが知っているような物語を題材にして、

子どもたちにも楽しんでもらえるよう試行錯誤

しながら台本を作りました。人形や小道具、効

果音にもこだわり、時間をかけて丁寧に工夫を

こらして作りました。劇の練習では、仲間同士

で子どもの目線になりアドバイスし合いました。

練習すればするほど課題が見つかり、仲間と意見

を交わしながらだんだんと良いものが仕上がっ

ていくのを実感でき、とても充実した日々となり

ました。 

当日は、予想以上に子どもたちと保護者の方々

が集まってくれました。緊張しましたが、子ども

たちが笑ってくれたり、劇のなかでの出来事に反

応を示してくれたり、人形が出てきただけで喜ん

でくれたりしたことが嬉しく、私たち自身とても

楽しかったです。 

反省点や改善すべきところもありますが、それ

をこれからの生活にいかし、今回の活動を意味の

あるものにしていきたいです。 

 

（幼児教育コース 2年 

 植村結花、増田えり奈） 
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