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会場

問合せ先　【大学コンソーシアム岡山事務局】 岡山市北区理大町1-1（岡山理科大学内）　TEL/FAX. 086-256-9771
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　科学キッズフェスティバル実行委員会
後援　岡山県　岡山県教育委員会　各市教育委員会（岡山　総社　倉敷　高梁　赤磐）　一般社団法人岡山経済同友会　山陽新聞社　
　　　平成２７年度（一財）岡山県教育職員互助組合助成事業

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。

対　象 幼児・児童とその保護者、一般の方
参加費 無料（材料費や事前申込みが必要なコーナーもあります。）無料（材料費や事前申込みが必要なコーナーもあります。）
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●乗降バス停：京山入口
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池田動物園
太陽の丘公園

出展大学
岡山大学　岡山県立大学　岡山学院大学　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　吉備国際大学　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　中国短期大学　ノートルダム清心女子大学
出展団体
木工愛好会　国立吉備青少年自然の家　池田動物園　岡山県青年団協議会　
岡山理科大学実験サークル「のっぱら」　ぱるボランティア

おか やま けん しょう がい がく しゅう

交流棟

岡山県内の14大学と2短期大学が集まって、「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。６月７日はみんなでキャンパスにレッツゴー！

駐車場P

★入学後に各コーナーへお越しください。★入学後に各コーナーへお越しください。
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ボランティア支援・社会サービス
センター長　澁谷　俊彦
学生ボランティアと、生活心理学科で
住居を学ぶ学生達
●対象／4～5歳児から大人まで
●場所／大研修室（情報・創作棟2階）

★無料　事前申込不要
① 学生のいろいろなボランティア
② 地しんがおこった時のためのダンボールトイレ
③ 「くらしあんぜん・あんしん教室」
あぶない所の見分け方と、どんな人にも使いやすいユニバーサ
ルデザイン

13 たくさんのかみコップで遊ぼう！ならべる、つむ、ぶちまける！？
幼児教育学科　講師　鳥越　亜矢
●対象／幼児３歳くらいから大人まで
●場所／大研修室（情報・創作棟2階）

★無料　事前申込不要
使うのは数千個の紙コップだけ。積み木よりも安全に形を作って遊
べます。そのほかに、お家でやったら叱られちゃうようなダイナ
ミックな遊び方も！ 子どもだけではもったいない！ 大人の参加、大
歓迎です！
実施時間　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。

14 作って遊ぼう！  親子で工作教室！！
現代生活学部　准教授　中田　周作
子ども学部　　准教授　槙尾　真佐枝
子ども学部　　助教　　坂田　季穂
●対象／幼児～小学生
●場所／大研修室（情報・創作棟2階）

★無料　事前申込不要
親子で楽しむことができる工作をします。作って☆遊んで☆持って
帰ろう！
（１）プラバン☆アクセサリー　（２）おえかき☆さかなつり
（３）ビッグ☆スライム
① ３つの遊びを同時進行で開催します。
② 材料がなくなったら、その遊びは終了します。
③ 材料がなくなったら、そのスペースで手遊びなどを行います。

大学コンソーシアム
岡山ってなに？　
岡山県内の16大学や
短大などが協力して、
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
体育館・ホール

交流棟

太陽の丘公園

池田動物園

人と科学の未来館
サイピア

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

日ようび子ども大学
会場マップ

にち こ だい

かい じょう

がく

5階

4階

3階

55F

44F

33F
2階

22F

222222222FFFFFFFFFF

11F
1111EV1EV11111FFF

2階

1階

1階
岡山大学
おか  やま  だい  がく

1

10

岡山学院
大学

3 11

2

環太平洋大学
かん  たい  へい  よう  だい  がく

8

吉備国際大学
 き  　び    こく  さい  だい  がく

9

4
おか  やま  けん  りつ

だい  がく
岡山県立
大学

さく  よう  だい  がく
くらしき
作陽大学

おか  やま しょう  か 

だい  がく
岡山商科
大学

21
もっ  こう

きょうしつ
木工
教室

うけ  つけ

あん  ない
受付
案内
コーナー

うけ  つけ

あん  ない
受付
案内
コーナー

日ようび子ども大学　

5
おか  やま　 り    か  

だい  がく
岡山理科
大学

20
わたがし
体験

6
かわ  さき　 い    か  

だい  がく
川崎医科
大学

1516
ちゅう ごく  たん   き   

だい  がく
中国短期
大学

おか  やま  がく  いん

だい  がく

ちゅう  ごく  がく  えん  

だい  がく
中国学園
大学

18
おや　こ ぼう つく

親子で棒パンを作ろう！
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歯科検診と歯磨き教室25

24 ひよこふれあいコーナー
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1 (1)自分の指紋を調べてみよう（午前）　(2)ペットボトルでつくるキラキラ万華鏡（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
工学部創造工学センター技術支援部門
技術専門職員　柴田　光宣
●対象／未就学児～
（ただし、未就学児、低学年の児童の方
は、保護者同伴で体験してください。）

●場所／美術教室（情報・創作棟3階）

★無料　事前申込不要
（1）自分の指紋の採取や指のレプリカを作製して指紋を観察します。
１回目：10:30～11:00、２回目：10：45～11：15、
３回目：11：00～11:30、４回目：11：15～11：45、
５回目：11:30～12:00、６回目：11：45～12：15
定員：１0名／1回、所要時間：30分（最初に、指のレプリカ作製を体験して
もらい、次に室内の別スペースで指紋採取を体験してもらいます。）

（2）ペットボトル、ビーズなど使って万華鏡を作成します。
１回目：13:00～13:30、２回目：13：30～14:00、
３回目：14:00～14:30、４回目：14:30～15:00
定員：１5名／1回
いずれも事前に整理券を配布します。

2 まっくらワールドをたんけんしよう！
保健福祉学部 保健福祉学科
教授　中村　孝文
情報工学部 人間情報工学科
教授　高戸　仁郎
大学教育開発センター
特任教授　田内　雅規
保健福祉学部 保健福祉学科
講師　樟本　千里
●対象／幼児・児童
●場所／ボランティア室

（情報・創作棟4階）

★無料　事前申込不要
勉強やあそびに「目でみる」はたらきは大かつやくしますが、くら
い所ではかつやくできません。そのかわりに「手や足でさわる」、
「耳できく」はたらきが大かつやくします。
さわったりきいたりしながらまっくらワールドをたんけんしてみよ
う。

★無料　事前申込不要
・場所：交流棟１階　展示スペース
・内容：自然の木を利用してキーホルダーを作ります。

★材料費100円　事前申込不要
・場所：太陽の丘公園
・内容：親子で棒パンを作る体験をします。

18「親子で棒パンを作ろう！」

★材料費500円　事前申込不要
・場所：太陽の丘公園
・内容：しいたけ原木を使用して親子でしいたけ栽培用原木を作り

ます。

19「親子でしいたけ栽培をしよう」

★無料　事前申込不要
・場所：サイピア1階　東外
・内容：わたがし体験

20「わたがし体験」

21「木工教室」

22「シャボン玉」

3 食べ物のはたらきなあに？
人間生活学部 食物栄養学科
講師　中原　眞由美
人間生活学部 食物栄養学科
講師　三宅　由紀子
●対象／幼児～小学生
●場所／録画・録音スタジオ

（情報・創作棟5階）

★無料　事前申込不要
食べ物（手づくり）を浮かしたような池から自分の気に入った食べ
物を釣り上げます。その釣り上げたものが赤色・黄色・緑色の食物グ
ループのどこに入るかを当てます。その後、学生が、掲示物等を使
用して、その食べ物のはたらきについてわかりやすく説明します。

（1）スケジュール
①10：30～12：00 ②13：00～15：00

（2）定員
基本的にはありませんが、釣り堀に1度に6～7名しか参加できない
ので、6～7名ごとに人数制限させていただきます。

4 「欲しいものや必要なもの」お小遣いの使い方を考えてみよう。
経営学部商学科　准教授　髙林　宏一
●対象／園児、小学生
●場所／ミーティング室4

（情報・創作棟4階）

★無料　事前申込不要
『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。（保護者をのぞく）

5 結晶で遊ぼう！
科学ボランティアセンター　
所長　高原　周一
科学ボランティアセンターの学生
●対象／どなたでも
●場所／サイピア

（プロデュースセンター）

★無料　事前申込不要
岩塩という塩のかたまりから、サイコロ型のきれいな結晶を作りま
す。サイコロ型の結晶ができる理由も知ることができます。
作った結晶はお土産として持ってかえることができるので、みなさ
んやってみませんか。

6 体のふしぎを学ぼう!!  きみもちいさなお医者さん !!
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　　　　　　牧野　莉央
●対象／幼稚園年少～小学生（高学年）
●場所／サイピア（科学体験・学習広場）

★無料　事前申込不要
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
パズルで楽しく学ぼう！
「しんぞうの音ってどんな音？」本もののちょうしんきを使って、き
みもお医者さんに変身だ！
本もののちゅうしゃきもさわってみよう！ 針はついていないから怖
くないよ！
体の中を守ってくれるヒーローが登場する紙しばいげきもするよ！
～劇のじかん～
① 11：30～　②13：00～　③14：30～
※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。

7 （1）「一人ひとりの幸せを実現するための学びと仕事」   （2）「気になるこどもの行動について一緒に考えてみましょう」
医療福祉学部 医療福祉学科
講師　小田桐　早苗
医療福祉学部 医療福祉学科
講師　添田　正揮
医療福祉を学ぶ学生たち
●対象／1. 小学3年生以上　2. 保護者
●場所／ミーティング室3

（情報・創作棟2階）

8 誰もがやってみたくなるスポーツ体験
こども発達学科　准教授　古田　康生
●対象／幼稚園・保育園の園児3歳から

小学校6年生
●場所／体育館（2階）

9 サッカーで元気な笑顔！！
庶務部　工藤　耕空
FC吉備国際大学Charme
吉田　慎平
FC吉備国際大学Charme
足立　英梨子
●対象／幼児・児童
●場所／体育館（2階）

★無料　事前申込不要
私たちは、「FC吉備国際大学Charme」という大学生女子サッカー
チームです。日本女子サッカーリーグである、なでしこリーグ2部で
活動しています。大学・チーム紹介やサッカー教室を行います。
サッカーをしたい子どもを募集しています。
体育館シューズをもってきてください。

10 食育！食べもののふしぎ発見！！
食文化学部 栄養学科
准教授　田淵　満子
●対象／幼児～大人
●場所／武道場（1階）

★無料　事前申込不要
食文化学部学生による「食育ソング♪とレッツ食育☆」、食べもの
当てクイズや、食育カルタ、手のよごれチェックなど、食べものにつ
いて楽しく学びましょう。ご家族そろってお楽しみ下さい。
①10:45～11:30　②12:00～12:45　③13:15～14:00

11 光で遊ぼう　～身の回りにある光るもの～
薬学部 薬学科　講師　齋藤　啓太
薬学部 薬学科　助手　加藤　久登
●対象／幼児～大人
●場所／ミーティング室5

（情報・創作棟5階）

★無料　事前申込不要
ブラックライトは蛍光剤を青く光らせる性質があります。この性質
を利用して、蛍光剤の検出などに使われます。
このブラックライトを利用して、身の周りのいろいろなものに蛍光
剤が使われていることを確かめましょう。

保育学科　教授　角田　みどり
保育学科の子どもが大好きな大学生たち
●対象／幼児～小学生
●場所／サイピア（科学体験・学習広場）

★無料　事前申込不要
広いスペースの紙に、色画用紙の道路をどんどんつないで広げて
いきます。広告チラシを切って貼ったり、好きなお店や動物を描き
こんだりして、みんながなかよくくらすまちをつくり出します。

16 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
●場所／書道教室（情報・創作棟3階）

★無料　事前申込不要
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。

17「森のクラフト」

23「ものづくり教室」
ぱるボランティア ★無料　事前申込不要

・場所：交流棟１階　展示スペース
・内容：ものづくり教室です。詳細は岡山県生涯学習センターホーム

ページ、または当日会場でご確認ください。

24「ひよこふれあいコーナー」
池田動物園 ★無料　事前申込不要

・場所：交流棟１階　東外
・時間：１１：００～１２：００／１３：３０～１５：００

25「インドゾウメリーのドキドキ歯科検診」と「チンパンジーと歯磨き教室」
池田動物園

※入園料は別途必要です。池田動物園
入園料２割引券を県生涯学習センター
で配布します。

●インドゾウメリーのドキドキ歯科検診
・11:30～（参加費無料）
　ゾウの歯科検診のあとブラッシング指導を受けていただきます。
●チンパンジーと歯磨き教室
・14:00～（参加費無料）　
チンパンジーの歯磨きを見たあとブラッシング指導を受けていた
だきます。
協力：朝日高等歯科衛生専門学校
協賛：サンスター(株)

木工愛好会

国立吉備青少年自然の家

CRISコンソーシアム

岡山市青年協議会

岡山県青年団協議会　

岡山理科大学実験サークル「のっぱら」　

★事前申込必要
・材料費：スパイスラック1500円

Ａ４が入る引出しボックス2500円（道具はすべて用意します）
・場所：木工教室（情報・創作棟3階）
・時間：１０：３０～完成まで　　１３：００～完成まで
・定員：スパイスラック、Ａ４が入る引出しボックス合わせて各回１２名程度
・内容：Ａ４が入る引出しボックス、スパイスラック棚を作ります。申込

みの際にどちらを希望するかお伝えください。材料は切り出
してあります。釘打ちやかんながけを体験できます。完成まで
スパイスラックは約１時間、Ａ４が入る引出しボックスは約２時
間かかります。小さなお子さんは積み木などを準備していま
すのでご自由に遊んでください。終了後積み木のお持ち帰り
ができます。（無料ですが数に限りがあります）

・申込：岡山県生涯学習センター　振興課　℡086-251-9751

★無料　事前申込不要
（1）「幸せ」を実現するお仕事って何だろう？？　一人ひとりの生活を
支えるお仕事について、大学生のお兄さん、お姉さんといっしょに
学びましょう。
10:00～10:45、11:00～11:45、12:00～12:45（定員：8名/回）

（2）お子さんの気になる行動について、福祉を専門にする教員と考
えてみませんか？ お子さんの気になる行動について、社会の中で
支える仕組みがどのようになっているのか、一緒に話し合ってみま
しょう。お気軽にご参加ください。
13:00～13:45、14:00～14:45（定員：8名/回）

15 みんなのまちをつくろう！（共同コラージュ）
就実大学
 しゅう じつ  だい  がく　

1 16～ 京山祭17 25～

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３ブースの催しに
参加してスタンプをもらおう。

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。
プレゼント引き替え日時：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

STEP2
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
一緒にアンケートを書こう。

★無料　事前申込不要
・場所：交流棟１階　西外
・内容：人が入れる巨大シャボン玉をはじめ、いろいろなシャボン玉を

用意しています。17
もり

森の
クラフト

7
  かわ  さき   い  りょう

ふく   し    だい  がく
川崎医療
福祉大学

12
さん  よう  がく  えん

だい  がく
山陽学園
大学

13
さん  よう  がく  えん

山陽学園
短期大学
たん　き　だい  がく

きょうしつ

23

ものづくり
教室

★無料　事前申込不要
45分間の運動遊び活動を4回実施します。各回の定員は40人です。
お父さんやお母さんまたはスポーツが得意な学生と一緒に運動遊
びをします。誰もができる“スポーツ鬼ごっこ”に挑戦しましょう。

12 学生のボランティアと「くらしあんぜん・あんしん教室」


