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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3日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　岡山学院大学　岡山商科大学　岡山理科大学　川崎医療福祉大学

環太平洋大学　吉備国際大学　倉敷芸術科学大学　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

国立吉備青少年自然の家　岡山理科大学実験サークル「のっぱら」　

池田動物園　岡山県青年団協議会　岡山県青年館

人と科学の未来館サイピア　ぱるボランティア

平成30年

　　　　  9時40分～15時  雨天決行

日

オープニングセレモニー　9時40分～9時50分【交流棟】

各コーナー開始　10時～15時　
【交流棟1階】9時50分～入学受付開始

6月3日

★入学後に入学証を持って

　各コーナーへお越しください

路線バス情報

● 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・東口両方があり）

● 乗降バス停：京山入口

● 京山入口からの所要時間：徒歩５分

運行時間

【行き】 8:30～13:00（約30分間隔）

【帰り】12:30～15:30（約30分間隔）

岡山駅運動公園口（西口）～ 

岡山県生涯学習センター

（岡山駅西口バスターミナル23番のりば）

片道：大人200円　小人100円

世界で

たった一つの

岡山駅西口から会場まで

シャトルバスをご利用いただいたお子様に

日ようび子ども大学オリジナルグッズをプレゼント！
▶詳しくは裏面の「シャトルバス運行について」をご覧ください。

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。

会場の施設は子ども様向けではありません。安全管理や水分補給等の体調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。 

･駐車台数に限りがあるため満車の際はご容赦ください。シャトルバスのスムーズな運行のため、お車の進入を調節させていただくことがあります。

・受付で入学証をもらってください。入学証が無い場合ブースに参加できません。

シャトルバス

運行について
有料
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大学コンソーシアム岡山ってなに？

　岡山県内の17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

る授業も開いたりしています。

　「日ようび子ども大学」もたいせつな

活動です。
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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！

スタンプとアンケートで

大学グッズを

もらっちゃおう！
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大学グッズを

もらっちゃおう！
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STEP1
STEP1 スタンプラリーに挑戦しよう アンケートにこたえよう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500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30分～１５時１５分　場所：交流棟1階　受付案内コーナー

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。
STEP2
STEP2

授乳室

救護室

教育学部 初等教育学科
　教授　福井 広和

●対象／小さいお子さんには大学生の
お兄さん・お姉さんが優しく
お手伝いします。

●場所／ボランティア室
　（情報・創作棟 4階）

★無料　事前申込不要
　紙とストローと竹ぐしを使って「シンバルをたたくサル」を作り

ます。かわいらしく動きます。

12 就実大学 「シンバルをたたくサル」を作ろう

現代生活学部 人間栄養学科
　准教授　中田 周作 
子ども学部　子ども学科
　准教授　柏原 寛、講師　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！
⑴プラバンでアクセサリーをつくろう！　⑵恐竜ランドをつくろう！
　2つの工作は同時に実施します。時間内にどちらもご参加いた

だけます。
・時間：各回50分 ①10:00 ②11:00 ③12:00 ④13:00 ⑤14:00
・定員：30名
・整理券：ブース前で配布します。

13 中国学園大学 作って遊ぼう！親子で工作教室！！

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／幼児～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
たちがお手伝いします。お父さんお母さんもどうぞ。

※教室での制作人数が限られるので、外での順番待ちになるこ
とをご了承ください。

14 ノートルダム清心女子大学 NDSU 色遊びランド －カラフルな昆虫がいっぱい－

幼児教育学科
　教授　米倉 孝

●対象／1～5才
●場所／大研修室（情報・創作棟 2階）

★無料　事前申込不要
　低年齢の子ども向けです。「いろはこ」をつんだり、並べたりし

て遊びます。また、絵や文字のついた「いろはこ」を使ってこと
ば遊びもできます。親子でゆったり遊んでください。

・時間：①10:30　②11:30　③13:00　④14:00
・定員：1回約10名まで。活動は60分入れ替え制。

15 山陽学園短期大学 １片10㎝の段ボールキューブ「いろはこ」で遊ぼう！ならべてみよう・つんでみよう！

保育学科
　准教授　鳥越 亜矢

●対象／3才以上
●場所／大研修室 （情報・創作棟 2階）

★無料　事前申込不要
　使うのは紙コップだけ。だけど、その数はびっくりするほどた

くさん！積み木よりも安全に遊べる上に、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！

・時間：①10:15～11:15　②11:15～12:15　③13:00～14:00
　④14:00～15:00

・定員：1回約20名まで。活動は60分入れ替え制。

16 中国短期大学 たくさんの紙コップで遊ぼう！ならべる、つむ、ぶちまける！？

国立吉備青少年自然の家

●対象／どなたでも
●場所／研修準備室（情報・創作棟 4階）

★無料　事前申込不要
・内容：自然の木を利用してキーホルダーをつくることを通し

て、木のぬくもりと自然に対する親しみを喚起します。
・体験時間：5～15分

17 森のクラフト

ぱるボランティア

●対象／子ども・保護者
●場所／陶芸教室・木工教室
　（情報・創作棟 ３階）

★無料　事前申込不要
・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

18 ものづくり教室

岡山理科大学
実験サークルのっぱら

●対象／子ども・保護者
●場所／交流棟 １階西側

★無料　事前申込不要
・大きなシャボン玉や水中にシャボン玉を作ってみよう。
・体験時間：10分

19 シャボン玉であそぼう！！

池田動物園

●対象／どなたでも
●場所／交流棟 １階東側

★無料　事前申込不要
・時間：①11:00～12:00  ②13:30～15:00（予定）

20 ひよこふれあいコーナー

人と科学の未来館サイピア

●対象／どなたでも
（未就学児は、保護者同伴のこと）
●場所／サイピア 2階
　（サイエンスドーム）

★無料　整理券配付（先着120名）
・内容：気候もおだやかで暮らしやすい岡山県。備中地域の自

然の魅力を再発見する旅に出かけましょう。今夜岡山か
ら見える星空もご紹介します。

・時間：12:00～12:20（１回のみ）
・体験時間：20分
・受付最終時刻：11:50
※途中入場不可

21 今夜の星空と岡山再発見！ものがたり～備中編～

岡山県青年団協議会

●対象／どなたでも
●場所／サイピア東側テラス

★無料　整理券配付（午前70枚、午後70枚）
・内容：わたがし作りの体験をしよう！
・体験時間：10分
・受付最終時刻：（午前の部）12:00　（午後の部）14:30

22 わたがし体験

人と科学の未来館サイピア

●対象／どなたでも
●場所／太陽の丘公園

★材料費300円　整理券配付（先着100名）
・内容：棒パンというのはその名のとおり、長い棒にパン生地を

巻きつけてたき火で焼くという、作るのがとっても楽しくなる
パンです。

・体験時間：30分
・受付最終時刻：12:00

23 親子で棒パンを作ろう！

岡山県青年館

●対象／５歳以上・要保護者同伴
●場所／太陽の丘公園

★参加費1,500円　整理券配付（各回10名先着順）
・内容：木にかけた専用ロープとツリーハーネス（安全ベルト）を

つなげ、木の上の世界を楽しもう。
・体験時間：90分　　　
・時間：①11:00～  ②13:30～　
・受付最終時刻：（午前の部）10:50、（午後の部）13:20
・木登りできる長袖、長ズボン、運動ぐつでお願いします。

24 親子で木登り Tree＋ ing

池田動物園

●場所／池田動物園

★入園料必要
・時間：①11:30～  ②14:00～
・池田動物園入園料２割引券を「受付案内コーナー」で配付しま

す。（枚数に限りがあります。）

25 チンパンジーの歯磨き教室

1 岡山大学　⑴クロマトアートでしおり作り（午前）　⑵ペットボトルでつくるキラキラ万華鏡（午後）

★無料　事前申込不要
⑴コーヒーフィルターと水性カラーペンでクロマトアートを体験

します。出来上がった作品を乾かし、好きな形に切り、ラミ
ネートして、しおりを作ります。所要時間：20分

⑵ペットボトル、ビーズなどを使って万華鏡を作ります。
　①13:00～13:30　②13:30～14:00
　③14:00～14:30　④14:30～15:00
・定員：10名／1回
・整理券：12:00からブース前で配付します。

工学部創造工学センター技術支援部門
技術専門職員 朝倉 真実、柴田 光宣
技術職員 伊藤 千佳子

●対象／幼児～
（ただし、幼児と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
⑴話を聞いてうなずく、世界一聞き上手な葉っぱです。
⑵糸のかわりに光を使った糸電話で声を離れた場所に伝えてみ

よう。
⑶スクリーンに色々なものの影を映して遊んでみよう。何の影か

分かるかな？
⑷シールや色ペンを使ってオリジナルの錯視を作ろう。

情報工学部 情報システム工学科
教授　渡辺 富夫

情報工学部 情報通信工学科
助教　滝本 裕則、助教　坂口 浩一郎

情報工学部 人間情報工学科
助教　瀬島 吉裕

●対象／どなたでも
●場所／ミーティング室5
（情報・創作棟 5階）

2 岡山県立大学　⑴お話を聞いてくれる“うなずき草” ⑵ 光糸電話でおしゃべりしよう ⑶影で遊ぼう ⑷オリジナル錯視を作ろう

★無料　事前申込不要
ペープサート劇
①なっとうすてき　②すてきなおやつなにかな
③ピーマンマンすてき
・時間：
⑴10:30～12:00（ペープサート ①11:00～ ②11:20～ ③11:40～）
⑵13:00～15:00（ペープサート ①13:30～ ②14:00～ ③14:30～）

人間生活学部 食物栄養学科
講師　中原 眞由美、講師　井上 恵子

●対象／幼児～小学生
●場所／録画・録音スタジオ
（情報・創作棟 5階）

3 岡山学院大学 ペープサート劇

★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）

経営学部 商学科
　教授　髙林 宏一

●対象／幼児・小学生とその保護者
（～10才）

●場所／ミーティング室4
（情報・創作棟 4階）

4 岡山商科大学 「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

★無料　事前申込不要
　いろいろな仕事について、ものをつくったり、動かしたりして

体験できる楽しい内容です。みんなも色々な仕事にチャレン
ジしてみよう！

子ども医療福祉学科
　教授　尾崎 公彦
子ども医療福祉学科
　講師　青井 則子、入江 慶太
子ども医療福祉学科　学生

●対象／幼児～小学校低学年
●場所／科学体験・学習広場
（サイピア 1階）

6 川崎医療福祉大学　わくわく　こどもまつり　～いろいろな仕事を体験してみよう！～

心理学部子ども発達教育学科
　准教授　秀 真一郎
　講師　　藤井 伊津子
　助教　　近江　望
子ども発達教育学科 2年生

●対象／3才以上
●場所／体育館 2階

★無料　事前申込不要
　大学生のお兄さんお姉さんと楽しく体を動かして遊びましょ

う！体育館の小ブースに分かれていろんな種類の運動や遊び
を用意しています。

・持ち物：体育館シューズ

8 吉備国際大学 お兄さんお姉さんと楽しく体を動かして遊ぼう！！

危機管理学部 危機管理学科
　教授　村山 公保

●対象／3才～大人
●場所／科学体験・学習広場
（サイピア 1階）

★無料　事前申込不要
　地球ゴマを知っていますか？地球ゴマを回して手で持って動

かすと、不思議な感覚になります。ジャイロ効果といいます。
カーナビやドローン、スマートフォンには、このような不思議な
感覚を信号に変えるセンサーが入っています。いろいろなセン
サーを体験して、身の回りの機械への理解を深めましょう。

9 倉敷芸術科学大学 地球ゴマを回して不思議な感覚を体験！いろんなセンサー大集合

音楽学部 音楽学科
　教授　三宅 康一
食文化学部 現代食文化学科
　講師　岩崎 由香里、講師　桐野 顕子
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
●場所／武道場 1階

★無料　事前申込不要
⑴にんぎょうげき と うたあそび♪
・時間：①10:10～10:40　②12:30～13:00
⑵食べものつりぼり、食べものチェック、食育すごろく、ご家
　族そろってお楽しみください☆
・時間：①10:50～11:20　②13:10～13:40
⑶お兄さんやお姉さんと一緒に歌を歌ったり踊ったり、そして
　かんたんな楽器で合奏に参加しよう！
・時間：①11:30～12:00　②13:50～14:20

10 くらしき作陽大学 ⑴ にんぎょうげき と うたあそび ⑵ 食育、元気な子の食べてるものはなあに？ ⑶ みんなでうたおう ﾄ゙ ｯ♪ﾚｯ♪ﾐｯ♪

地域マネジメント学部
　教授　澁谷俊彦
　地域マネジメント学部の教員
生活心理学科の学生たち
地域マネジメント学部の学生たち

●対象／5才以上
●場所／ミーティング室1・2
（情報・創作棟 2階）

★無料　事前申込不要
　岡山県の北に広がる、森と高原のおもしろさを伝えます。
①まにわ（真庭）
　真庭の動物を紹介します。ジャージー牛のラブリーちゃん、

はんざき（オオサンショウウオ）、ほくぼう（北房）のホタルに
ついて勉強しよう。

②ひがしあわくら（東粟倉）
　村でとれるカヤ（茅）でアクセサリーを作ろう。

11 山陽学園大学 森と高原の「まにわ・ひがしあわくら」おもしろ教室

教育学部 初等教育学科
　 教授　高原 周一 

●対象／どなたでも
●場所／プロデュースセンター
（サイピア 1階）

5 岡山理科大学 偏光板万華鏡を作ろう！
★無料　事前申込不要

偏光板を通して光を見ると不思議がいっぱい！
世界にひとつだけのオリジナル万華鏡をつくってみよう！
※定員なし、整理券なし

子ども発達学科
　講師　小倉 晃布

●対象／3才～小学6年生
●場所／体育館 2階 

★無料　事前申込不要
　スポーツが得意な大学生と一緒にたのしくスポーツ体験や運

動あそびができますよ。みんなで楽しく体を動かしましょう！ 
45～60分間の運動あそびプログラムです。

・時間：①10:30　②11:45　③13:45
・定員：各回30名
・持ち物：室内履き（上履きなど）、飲み物
＊室内履きが無い場合は参加をお断りすることがあります。

7 環太平洋大学 みんなでたのしくスポーツ体験！！いっぱいからだを動かそう！！
たいけん うご

は  みが きょうしつ

チンパンジーの歯磨き教室25
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19 シャボン玉であそぼう！！

20
ひよこふれあい

コーナー

環太平洋大学
かん  たい  へい  よう  だい  がく

7

吉備国際大学
 き  　び    こく  さい  だい  がく

8

10

さく  よう  だい  がく

くらしき
作陽大学

22 わたがし体験
たい  けん
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岡山理科
大学

9
くら  しき  げい じゅつ

か   がく  だい  がく

倉敷芸術
科学大学
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23
おや　こ ぼう つく

親子で棒パンを作ろう！

21
今夜の星空と岡山再発見！

ものがたり～備中編～

24
おや　こ き　のぼ

親子で木登り Tree＋ing
おか  やま  けん  りつ

だい  がく

岡山県立
大学

就実

大学

しゅう  じつ 

だい   がく

  かわ  さき   い  りょう

ふく   し    だい  がく

川崎医療
福祉大学

ものづくり
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