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県内12大学が集まる！県内12大学が集まる！
けん ないけん ない だい  がくだい  がく あつあつ

岡山県内の12大学と１短大が集まって、
「日ようび子ども大学」をひらきます！
作ったり、遊んだり、ふれたり、楽しく学べます。
日ようびはみんなでキャンパスにレッツゴー！
出展大学：
岡山大学　岡山県立大学　岡山商科大学　岡山理科大学
川崎医科大学　川崎医療福祉大学　環太平洋大学
くらしき作陽大学　山陽学園大学・山陽学園短期大学
就実大学　中国学園大学　ノートルダム清心女子大学

スタンプラリ
ーで

大学グッ
ズ

プレゼント
！

　  （先
着200

名様）

主　催　大学コンソーシアム岡山（日ようび子ども大学実行委員会）、岡山県生涯学習センター
後　援　岡山県、岡山県教育委員会、岡山市教育委員会、倉敷市教育委員会、総社市教育委員会、高梁市教育委員会、赤磐市教育委員会、
　　　　一般社団法人岡山経済同友会、山陽新聞社

お問い合わせ先  [大学コンソーシアム岡山 事務局]　〒700-0005 岡山県岡山市北区理大町1-1（岡山理科大学内） 　TEL/FAX：086-256-9771

岡山県生涯学習センターや池田動物園でも子ども・親子向けの楽しいイベントをしています。

in 京 山 祭

平成25年6月2日 10時～15時

１０時～１０時２０分　オープニングセレモニー（会場：交流棟）
１０時３０分～１５時　イベント開始（各会場）

（９時４５分～受付開始【場所：交流棟１階／情報・創作棟２階】）

日

会場：岡山県生涯学習センター
（〒700-0016 岡山県岡山市北区伊島町3-1-1）

参加無料［事前申込不要です］　 対象/幼児・児童とその保護者、一般、学生、大学教職員
（〒700-0016 岡山県岡山市北区伊島町3-1-1）

参加無料［事前申込不要です］　 対象/幼児・児童とその保護者、一般、学生、大学教職員
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京 山 祭同時開催
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スタンプとアンケートで
大学グッズを
もらっちゃおう！

体育館・ホール

人と科学の未来館
サイピア

岡山県生涯学習センターまでのアクセス
（アクセスマップ）

ニュースポーツを体験してみよう
次世代教育学部 こども発達学科 学科長　勝田 麻津子 
次世代教育学部 こども発達学科 講師　古田  康生
●対象/幼稚園 保育園児～小学生とその保護者 
体育が苦手な子でも大丈夫。誰もが楽しめる
色々なニュースポーツを親子で一緒に楽しみ
ましょう。ぼくだって、わたしだって“できる”ス
ポーツをみつけましょう！参加者は動きやすい
服装、上履きと水分補給の準備をお忘れなく。 

吹き矢で遊ぼう ～空気の力はすごいぞ！！～ 
　 　　　　理学部 化学科 准教授　高原 周一   
 　　　科学ボランティアセンター学生スタッフ会
●対象/どなたでも
ストローと綿棒を使って吹き矢を作ります。自
分で作った吹き矢で、どれだけ遠くに飛ばせる
か試してみましょう。

たくさんのかみコップで遊ぼう！
並べる、積む、ぶちまける！？
　　　　　　　　　幼児教育学科 講師　鳥越 亜矢  
●対象/幼児～大人
使うのは数千個の紙コップだけ。紙コップを「持って、置く」こと
ができるなら、だれでも楽しめます。軽いので積み木よりも安全
に遊べるほか、お家では絶対できない（やったら叱られちゃう！）
遊び方もあります。
①１０：３０～ ②１１：３０～ ③１３：００～ ④１４：００～
定員：1回約20名まで。活動は60分入れ替え制。

からだの中を知ろう！！きみも小さなお医者さん！！
　　　 衛生学 副学長補佐 教授　大槻  剛巳 
　　　　　　　  小児科学 教授　寺田  喜平
　 ボランティアサークル「ぬいぐるみ病院」代表
　　　　　　　　　　　　学生　後藤 信太郎    
●対象/幼稚園～小学生 
みんなのからだの中はどうなっているんだろう？大きな
からだのパズルで楽しく勉強しよう！「心ぞうの音ってど
んな音？」本もののちょうしん器できみもお医者さんに
変身！針はついてないけど、本もののちゅうしゃ器にもさ
われるよ。医学を通じて子どもたちの温かい心を育むこ
とを目的とした学生ボランティアサークル「ぬいぐるみ
病院」です。13時から14時半の間は、小児科医が保護者
の方の健康相談にもお答えします。

笑顔創造！！一枚の紙から広がる子どもの世界！
医療福祉マネジメント学部 医療福祉デザイン学科 
　　　　　　　　　　　　准教授　尾﨑 公彦  
●対象/４歳から 
紙を使用した工作教室です。ハサミの正しい使い方マス
ターしながら、一枚の紙から色々なおもちゃを作り出し
てみよう！手作りに失敗なし！子どもと工作大好きな大学
のお姉さんも待ってるよ！
(1)ハサミで作ろう！（必修） (2)動く工作（選択） (3)紙
マラカス（選択） (4)紙バネ・紙ゼンマイ（選択）
①１０：３０ ②１１：３０ ③1３：００ ④１４：００
定員：３０名／１回、制作は６０分 

(1) 自分の指紋を調べてみよう（午前）
(2) うちわでアンテナをつくろう（午後） 
　　　　工学部 創造工学センター 技術支援部門
　　　　　　　　   　技術専門職員 　香川 晴美
　　　　　　　　   　　　　　　　　 萩原 和彦 
●対象/未就学児～ （ただし、未就学児の方は保護
　者も一緒に体験してください） 
(1) 自分の指紋を採取したり、自分の指のレプリカを作製して
指紋を観察します。
①10:30～10:50 ②10：50～11:10 ③11:10～11:30 
④11:30～11:50 ⑤11：50～12:10 ⑥12:10～12:30
定員：１5名／1回

(2) うちわを使って、地デジが映る簡易アンテナを作製します。  
①13:00～13:30 ②13：30～14:00 ③14:00～14:30
④14:30～15:00　定員：１5名／1回
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池田動物園

岡山工業高校

国道180号線

済生会病院

ノートルダム
清心女子大学

西税務署

ＯＳＫ京山入口

体育館

岡山武道館

●岡山大学
●岡山理科大学

県総合
グラウンド

リーセント
カルチャーホテル

三学ばる岡山
岡山県生涯学習センター
県立鳥城高等学校

国道53号線
岡山商科大学

伊島小学校

至津山市

奉還町商店街 岡
山
駅

バス情報
・利用バス会社：岡電バス
・利用バス：岡山中央病院行き（岡山駅西口23番のりば）
　　　　   帰りは岡山駅行き（西口・東口両方あり）
・乗降バス停：京山入口　
・京山入口からの所要時間：徒歩約８分
 
 

音楽!  食育!!  人形劇!!!
　　　食文化学部 栄養学科 准教授　田淵 満子
　食文化学部 現代食文化学科 講師　小上 和香
子ども教育学部 子ども教育学科 講師　浅野 泰昌
●対象/幼児～大人
食文化学部生による食育ソング♪と「レッツ、
食育バランスガイド」☆
子ども教育学部附属児童文化部ぱれっとによ
る音楽あそびや人形劇!!
ご家族そろってお楽しみください。
(1) 食育ソングと「レッツ、食育バランスガイド」☆ 
　 ①10:15～10:45 ②11:45～12:15
　 ③13:15～13:45
(2) 音楽あそびと人形劇!!
　 ①11:00～11:30 ②12:30～13:00
　 ③14:00～14:30

目に見えない小さな
生きものを見てみよ
う！ 
教育学部 教育心理学科
　　  准教授　森 宏樹 
●対象/小学生～
身のまわりには、目に見えな
い小さな生きものがいっぱ
いいます。ヨーグルトや川の
水の中にいる小さな生きも
のを大きな虫メガネを使っ
て見てみよう！ 

おじいちゃん・おばあちゃんの
気持ちを理解してみよう！ 
　　　保健福祉学部 保健福祉学科
　　　　　　　　講師　樟本 千里 
　　　　　　　　助手　松田 実樹  
●対象/児童～成人 
年をとると目が見えにくくなったり、指が
動かしにくくなったりします。皆さんは簡
単に折り紙を折ることができますが、おじ
いちゃん・おばあちゃんには難しくなりま
す。どんなことに困るのか感じてみましょ
う。
①１０：００～１０：３０ ②１０：４５～１１：１５
③１１：３０～１２：００ ④１３：００～１３：３０
⑤１３：４５～１４：１５ ⑥１４：３０～１５：００ 
定員：１５名／1回（疑似体験の道具の数と
体験者へのサポートの関係）  

作って遊ぼう！
親子で工作教室！！
　　　 子ども学部 子ども学科
　　　　 准教授　中田 周作
地域連携センター　市原 まりこ  
●対象/幼児～小学生
親子で楽しむことができる工作教室
です。プラバンでアクセサリーを作っ
たり、紙や洗濯のりなどを材料に工
作をしたりできる次の３つのコー
ナーを用意しています。
(1) プラバン☆アクセサリー
(2) おえかき☆さかなつり
(3) カラフル☆スライム

ことばの発達相談 
　　　　医療技術学部 感覚矯正学科
　　　　　　　　教授　福田 章一郎
　　　　　　　　教授　小坂  美鶴
　　　　　　　　講師　三村  邦子 
●対象/就学前児～小学生 
1歳頃からことばが出始め、就学前には3000
語以上のことばを獲得します。ことばは教科
学習の基盤となります。コミュニケ―ション
と言語発達に関するご相談とアドバイスを言
語聴覚士が行います。聴覚と脳の簡単な体
験コーナーもあります。

「欲しいものや必要なもの」。
考えて手に入れているのかな？
　 経営学部 商学科 准教授　髙林 宏一 
●対象/幼保、小学生とその保護者
『なんでぼくDS買ってもらえないの？』「ヒロト
くんはお年玉をためて買ったらしいよ」
『だってぼく、別のグッズ
買ったもん』こんな時あり
ませんか？
このゲームで欲しいもの
を手にするための作戦を
覚えてみよう。
・所要時間：45分～60分程
度
・定員：～10名を目安。
（保護者をのぞきます）

NDSU色あそびランド－カラフルな昆虫がいっぱい－
　　　　　　　　　人間生活学部 児童学科 教授　片山 裕之
　　　　　　　　　　　　 美術研究室 絵画コースの学生達  
●対象/幼稚園～小学生 
いろんな紙を切ったり、色をつけたりして、世界に１ぴきだけのカラフルな
昆虫を作ってみよう。お絵かき大好きなお姉さん達がお手伝いします。お
父さんお母さんもどうぞ。

日ようび子ども大学
会場マップ

日ようび子ども大学
会場マップ

にち　 こ だい　 がく

かい　     じょう

山陽学園
大学

さんようがくえん

だいがく

お気をつけていただくこと
・安全確保のため、小さなお子様
は必ず保護者同伴でご参加くだ
さい。
　また会場の施設は子ども様向け
ではありませんので安全管理は
各自でお願いします。
・暑い季節ですので水分補給等、
体調管理は各自でお願いします。
・悪天候等でイベント実施継続が
危険と判断される場合、中止さ
せていただくことがあります。
・駐車場には限りがあります（当日
係員が誘導します）。満車の際は
ご容赦ください。

参
加
方
法

STEP1
スタンプラリーに挑戦しよう。
全展示ブースのうち4ブースの催し
に参加してスタンプをもらおう。

アンケートにこたえよう。
スタンプを集めたら、おうちの人と
いっしょにアンケートを書こう。

STEP2

プレゼント引き換え日時　当日 １0時45分～１5時15分（場所：情報・創作棟2階 受付案内コーナー）
受付で先着２0０名様に大学のグッズがもらえるよ！　※不足の際はご容赦ください。

「くらしあんぜん・あんしん」教室 
　　　　　　　総合人間学部 生活心理学科 教授　澁谷 俊彦
　　　　　　　　　　　　生活心理学科で住居を学ぶ学生達
●対象/小学校１年生～ 
(1) 不審者（ふしんしゃ）がすきな、あぶない所を見分けよう。
　 「入りやすい」「見えにくい」所があぶない。犯人（はんにん）の考えを知
り、あぶない所を見分けよう。

(2) どんな人にも使いやすいユニバーサルデザイン
　 シャンプーのボトルのギザギザ、どちらの手でも切りやすいハサミ。みん
なのそばにあるユニバーサルデザインを見つけよう。

大学コンソーシアム岡山っ　なに？
　岡山県内の１６大学や短大等が協力して、大学の良いところをみんなに知っても
らうことや、ひとづくり町づくりにとりくんでいます。学生たちがどの大学の授業も
受けられるようにしたり、大人の人が参加できる授業も開いています。「日ようび
子ども大学」もたいせつな活動です。

情報・創作棟

施設配置図


